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学校名 日時（令和元年） 場所 参加対象者 概要 申込方法 掲載 URL・問い合わせ先 

函館高専  10 月 17 日 未定 函館高専 中学生・保

護者 

【オープンキャンパス】 

学校説明及び校舎・寮の見学など 

WEB フォームからの申込みを

予定 

詳細が決まり次第，本校 HP で公表するとともに，案内文

書を各中学校に送付予定 

6 月下旬（予定） オンライ

ン 

どなたでも 【YouTube 学校説明】 

YouTube にて，学校説明や遠隔授業の様子，

入試情報などを説明 

申し込み不要 詳細が決まり次第，本校 HP にリンクを掲載予定 

7 月中旬（予定） オンライ

ン 

どなたでも 【YouTube 学科等照会】 

YouTube にて，各学科・コース等を紹介 

申し込み不要 詳細が決まり次第，本校 HP にリンクを掲載予定 

7 月中旬（予定） オンライ

ン 

どなたでも 【YouTube 施設紹介】 

YouTube にて，学生寮・図書館・キャリアセ

ンター・実習工場の他，特徴のある実験室な

どを紹介 

申し込み不要 詳細が決まり次第，本校 HP にリンクを掲載予定 

苫小牧高専 8 月 23 日 9:00～16:30 苫小牧高

専 

中学 3年生 学校説明、模擬実験、キャンパスツアー 未定 https://www.tomakomai-ct.ac.jp/ 

学生課教務係 0144-67-8001 

釧路高専 8 月 2日 釧路高専 中学生 Web を用いた説明会，体験教室 中学校経由 学生課 修学支援係 

0154-57-7222 

https://www.kushiro-ct.ac.jp 

10 月 3 日 

10 月 4 日 

釧路高専 中学生 未定 未定 学生課 修学支援係 

0154-57-7222 

https://www.kushiro-ct.ac.jp 

旭川高専  7 月 11 日 10：00～16：30 オンライ

ン 

中学 3年

生・保護者 

学校紹介，学科紹介，進学相談等 個人または在籍中学校を通じ

て申し込み 

学生課入試係 0166-55-8178 

http://www.asahikawa-nct.ac.jp/nyuugaku/ 

9 月 5日，9月 6日 10:00

～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 個人または在籍中学校を通じ

て申し込み 

学生課入試係 0166-55-8178 

http://www.asahikawa-nct.ac.jp/nyuugaku/ 

10 月 17 日，10月 18 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 

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

八戸高専 7 月 18 日， 

7 月 19 日 9：30～12：

30， 

13：30～16：30 

八戸高専 中学生・保

護者 

【体験入学】 

学校紹介，コース説明，施設見学，体験学

習，学寮見学など 

FAX（0178-27-9487）または

web フォームから申し込み

（http://www.hachinohe-

ct.ac.jp/nyushi/） 

掲載 URL 

http://www.hachinohe-ct.ac.jp/nyushi/ 

問い合わせ先 

学生課入試・キャリア支援係 

0178-27-7243 

中止等の情報掲載 URL 

http://www.hachinohe-ct.ac.jp/ 
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学校名 日時（令和元年） 場所 参加対象者 概要 申込方法 掲載 URL・問い合わせ先 

一関高専 8 月 22 日 未定 オンライ

ン 

中学生・高

校生 

教員・保護

者 

【オープンキャンパス】 

学校の概要説明、各系紹介、寮紹介、模擬授

業、質問コーナー （詳細検討中） 

未定 https://www.ichinoseki.ac.jp/exams-

info/open_campus.html?id=1092 

仙台高専（広

瀬） 

未定 未定 未定 現在,オープンキャンパス・入試説明会等の予

定が確定しておりません。確定次第、再度ア

ップロードいたします。 

  

仙台高専（名

取） 

未定 未定 未定 現在,オープンキャンパス・入試説明会等の予

定が確定しておりません。確定次第、再度ア

ップロードいたします。 

  

秋田高専 8 月 8日（土） 

    12:30～16:15 

（予定） 

オンライ

ン 

（予定） 

中学生・保

護者 

中学校教員 

塾講師 

【オープンキャンパス】 

本校概要説明，各系説明等 

ＦＡＸ 本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.akita-nct.ac.jp/ 

 

学生課教務係 018-847-6018 

10 月 25 日（日） 10:00～

16:00 

（予定） 

オンライ

ン 

（予定） 

中学生・保

護者 

中学校教員 

塾講師 

【進学ガイダンス】 

本校紹介，各系紹介，進学説明等 

ＦＡＸ 本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.akita-nct.ac.jp/ 

 

学生課教務係 018-847-6018 

鶴岡高専 未定 

（詳細は 9月以降周知予

定） 

鶴岡高専 中学生，保

護者， 

中学校教員 

未定 

（詳細は 9月以降周知予定） 

未定 

（詳細は 9月以降周知予定） 

https://www.tsuruoka-nct.ac.jp/nyuushijoho/taiken-

nyugaku/ 

福島高専 9 月 26 日 

9 月 27 日 8:00～12：10 

12：30～16：40（9/26 の

み） 

福島高専 中学 3年生 

保護者 

教諭 

体験入学 各中学校から申込み http://www.fukushima-nct.ac.jp/ 

茨城高専       

小山高専 ８月２２日（予定） 未定 

詳細は７月中旬頃本校ウ

ェブサイトでご案内予定 

小山高専 中学生・保

護者 

未定 

詳細は７月中旬頃本校ウェブサイトでご案内

予定 

未定 

詳細は７月中旬頃本校ウェブ

サイトでご案内予定 

学生課教務係 0285-20-2142 

https://www.oyama-

ct.ac.jp/exam/admission_event/open_campus/ 
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学校名 日時（令和元年） 場所 参加対象者 概要 申込方法 掲載 URL・問い合わせ先 

群馬高専  10 月 3 日 8:30～ 群馬高専

構内 

中学生・保

護者・教諭 

学校見学会：学校概要説明 詳細は 9月頃本校ウェブサイ

トでご案内予定 

http://www.gunma-

ct.ac.jp/cms/nyugaku/gakkokengakukai.htm 

 

中止・変更を案内する場合：http://www.gunma-

ct.ac.jp/ 

11 月 14 日 午後 群馬高専

構内 

中学生 体験授業 詳細は 9月頃本校ウェブサイ

トでご案内予定 

http://www.gunma-

ct.ac.jp/cms/nyugaku/taikenjugyo.htm 

 

中止・変更を案内する場合：http://www.gunma-

ct.ac.jp/ 

11 月 14 日 8:30～ 群馬高専

構内 

中学生・保

護者・教諭 

学校見学会：入試説明会 詳細は 9月頃本校ウェブサイ

トでご案内予定 

http://www.gunma-

ct.ac.jp/cms/nyugaku/gakkokengakukai.htm 

 

中止・変更を案内する場合：http://www.gunma-

ct.ac.jp/ 

木更津高専 10 月 3 日 10:00-15:00 木更津高

専 

どなたでも 【オープンキャンパス】 

施設見学・案内、座談会等 

未定 オンラインに移行を検討中 

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

未定 木更津高

専 

中学生 【一日体験入学】 

模擬授業、実習・実験体験、施設見学など 

ウェブ申込 中止の可能性あり 

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

東京高専  ７月２６日 

８月２２日 未定 

詳細は本校ウェブサイト

で案内予定 

オンライ

ン 

どなたでも 【オープンキャンパス】 

学校説明、学科紹介 

未定 本校 Web サイト 

https://www.tokyo-

ct.ac.jp/admissions_information/school_briefing/ 

１１月１４日 

１１月１５日 未定 

詳細は本校ウェブサイト

で案内予定 

オンライ

ン 

どなたでも 【くぬぎだ祭(学校祭)】 

学科紹介、入試説明 

未定 本校 Web サイト 

https://www.tokyo-

ct.ac.jp/admissions_information/school_briefing/ 

12 月 6 日 未定 

詳細は本校ウェブサイト

で案内予定 

東京高専 本校受験を

希望する中

学生・保護

者 

【入試問題解説会】 

学校説明会も実施 

未定 本校 Web サイト 

https://www.tokyo-

ct.ac.jp/admissions_information/school_briefing/ 
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学校名 日時（令和元年） 場所 参加対象者 概要 申込方法 掲載 URL・問い合わせ先 

長岡高専 8 月 8日 14:00～15:30 オンライ

ン 

どなたでも 『ネットとテレビで生中継!!長岡高専オープ

ンキャンパス２０２０』と題し、学校説明、

学科紹介、施設紹介などをケーブルテレビと

インターネットで生放送します。 

事前申込は不要です。（どな

たでも視聴いただけます。） 

本校Ｗｅｂサイト 

http://www.nagaoka-ct.ac.jp/info/50133.html 

富山高専(本

郷) 

8 月第 1週 9:00～16:00 オンライ

ン 

中学生及び

保護者 

【夏季オープンキャンパス】 

模擬授業、学校・学科概要説明 

インターネット配信 

本校ＨＰ申込フォームから申

し込み 

https://www.nc-

toyama.ac.jp/admission/ope

ncampus/ 

本校ＨＰ入試関連イベント 

https://www.nc-toyama.ac.jp/admission/briefing/ 

11 月 7 日、8 日 富山高専 

本郷キャ

ンパス 

中学生及び

保護者 

【秋季オープンキャンパス】 

模擬授業、学校・学科概要説明 

未定 本校ＨＰ入試関連イベント 

https://www.nc-toyama.ac.jp/admission/briefing/ 

富山高専(射

水) 

8 月第 1週 9:00～16:00 オンライ

ン 

中学生及び

保護者 

【夏季オープンキャンパス】 

模擬授業、学校・学科概要説明 

インターネット配信 

本校ＨＰ申込フォームから申

し込み 

https://www.nc-

toyama.ac.jp/admission/ope

ncampus/ 

本校ＨＰ入試関連イベント 

https://www.nc-toyama.ac.jp/admission/briefing/ 

11 月 7 日、8 日 富山高専 

射水キャ

ンパス 

中学生及び

保護者 

【秋季オープンキャンパス】 

模擬授業、学校・学科概要説明 

未定 本校ＨＰ入試関連イベント 

https://www.nc-toyama.ac.jp/admission/briefing/ 

石川高専 8 月 2日 10:00～14：30

（予定） 

オンライ

ン 

中３生，保

護者，教諭 

【オンライン体験入学】 

学校説明，学科説明 

本校ウェブサイトから個人で

申込 

http://www.ishikawa-nct.ac.jp/navi/try/ 

学生課入学試験係 076-288-8024 

10 月 31 日，11月 1日 

10：00-15：00 

石川高専 どなたでも 【オープン・カレッジ】 

学校説明，学科説明 

自由参加 http://www.ishikawa-nct.ac.jp/navi/open/ 

学生課入学試験係 076-288-8024 

福井高専 9 月 19 日,9 月 20 日 9:00

～ 

福井高専 中学 3年生 5 学科のデモ実験見学、在校生との交流、進

路相談 

メール nyushi@fukui-

nct.ac.jp  

電話 0778-62-8290 

FAX 0778-62-2490 

https://www.fukui-nct.ac.jp/ 
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学校名 日時（令和元年） 場所 参加対象者 概要 申込方法 掲載 URL・問い合わせ先 

長野高専  9 月 5日 10：00～ 長野高専 中学 3年生 

保護者 

教員 

【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/ 

10 月 17 日，10月 18 日 

17 日 13：00～ 

18 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 21 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/ 

岐阜高専  8 月中に公開予定  オンライ

ン 

中学生，保

護者・家

族，中学校

の先生 

【オープンキャンパス】 

高専 PR，高専紹介，遠隔授業，学科紹介など 

未定（詳細は 7月中に本校ウ

ェブサイトにてご案内予定） 

http://www.gifu-nct.ac.jp/admission/open_campus/ 

学生課教務係 058-320-1260 

中止案内 http://www.gifu-nct.ac.jp/ 

8 月 1日 13:30～15:30 彦根勤労

福祉会館 

中学生，保

護者・家

族，中学校

の先生 

【入試説明会】 

学校の概要説明，学科紹介，入試説明など 

ホームページの申込フォーム

に直接入力 

http://www.gifu-nct.ac.jp/admission/guidance/ 

学生課教務係 058-320-1260 

中止案内 http://www.gifu-nct.ac.jp/ 

8 月 2日 13:30～15:30 瑞浪市総

合文化セ

ンター 

中学生，保

護者・家

族，中学校

の先生 

【入試説明会】 

学校の概要説明，学科紹介，入試説明など 

ホームページの申込フォーム

に直接入力 

http://www.gifu-nct.ac.jp/admission/guidance/ 

学生課教務係 058-320-1260 

中止案内 http://www.gifu-nct.ac.jp/ 

8 月 22 日， 

9 月 26 日， 

10 月 24 日， 

11 月 29 日 10:00～

11:30， 

14:00～15:30 

岐阜高専 中学生，保

護者・家

族，中学校

の先生 

【入試説明会】 

学校の概要説明，学科紹介，入試説明など 

ホームページの申込フォーム

に直接入力 

http://www.gifu-nct.ac.jp/admission/guidance/ 

学生課教務係 058-320-1260 

中止案内 http://www.gifu-nct.ac.jp/ 

8 月 29 日 10:00～11:30 岐阜高専 中学生，保

護者・家

族，中学校

の先生 

【入試説明会】 

学校の概要説明，学科紹介，入試説明など 

ホームページの申込フォーム

に直接入力 

http://www.gifu-nct.ac.jp/admission/guidance/ 

学生課教務係 058-320-1260 

中止案内 http://www.gifu-nct.ac.jp/ 
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沼津高専  ８月１日 9：30～15：00 沼津高専

(検討中) 

中学生、保

護者、中学

校教員 

「1日体験入学」 

進学説明会、各学科・専攻科紹介、学内施設

紹介 

申込不要 

（検討中） 

http://www.numazu-ct.ac.jp/admission/opencampus 

学生課入試・国際交流係 

TEL：055-926-5962 

中止の場合：http://www.numazu-ct.ac.jp/ 

8 月 22 日 13：45～15：30 アクトシ

ティ浜松 

研修交流

センター 

中学生、保

護者、中学

校教員 

「進学説明会」 

学校概要説明及び入試制度説明 

申込不要 

（検討中） 

http://www.numazu-ct.ac.jp/admission/opencampus 

学生課入試・国際交流係 

TEL：055-926-5962 

中止の場合：http://www.numazu-ct.ac.jp/ 

8 月 30 日 13：45～15：30 国際医療

福祉大学

(小田原

キャンパ

ス) 

中学生、保

護者、中学

校教員 

「進学説明会」 

学校概要説明及び入試制度説明 

申込不要 

（検討中） 

http://www.numazu-ct.ac.jp/admission/opencampus 

学生課入試・国際交流係 

TEL：055-926-5962 

中止の場合：http://www.numazu-ct.ac.jp/ 

9 月 6日 13：45～15：30 もくせい

会館（静

岡市） 

中学生、保

護者、中学

校教員 

「進学説明会」 

学校概要説明及び入試制度説明 

申込不要 

（検討中） 

http://www.numazu-ct.ac.jp/admission/opencampus 

学生課入試・国際交流係 

TEL：055-926-5962 

中止の場合：http://www.numazu-ct.ac.jp/ 

10 月 14 日 13：45～15：

30 

沼津高専 中学校教員 「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 

（検討中） 

http://www.numazu-ct.ac.jp/admission/opencampus 

学生課入試・国際交流係 

TEL：055-926-5962 

中止の場合：http://www.numazu-ct.ac.jp/ 

10 月 11 日 9：00～15：30 沼津高専 中学生、保

護者（体験

授業は中学

生のみ参加

対象） 

「中学生のための体験授業」 

体験授業、進学相談及び施設見学 

Web（本校ホームページを参

照） 

FAX：055-926-5882 

http://www.numazu-ct.ac.jp/admission/opencampus 

学生課入試・国際交流係 

TEL：055-926-5962 

中止の場合：http://www.numazu-ct.ac.jp/ 

10 月 31 日・11月 1日 

10：00～15：00 

（授業毎に実施時間は異

なる） 

沼津高専 小・中学

生、保護者

（ミニ体験

授業は小・

中学生のみ

参加対象） 

「ミニ体験授業（「高専祭」同時開催）」 

ミニ体験授業及び進学説明会 

申込不要 

（検討中） 

http://www.numazu-ct.ac.jp/admission/opencampus 

学生課入試・国際交流係 

TEL：055-926-5962 

中止の場合：http://www.numazu-ct.ac.jp/ 
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沼津高専 9 月～12 月（随時） 13：

00～15：00 

沼津高専 中学生、保

護者、中学

校教員 

「キャンパスツアー」 

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 

http://www.numazu-ct.ac.jp/admission/opencampus 

学生課入試・国際交流係 

TEL：055-926-5962 

中止の場合：http://www.numazu-ct.ac.jp/ 

豊田高専 8 月 8日 9：00～16：00 オンライ

ン 

中学３年生 オンライン体験講座 ＨＰ https://www.toyota-ct.ac.jp/examinee/taiken/ 

10 月 10 日，11日 10：30

～14：30 

豊田高専

（予定） 

中学生，保

護者 

オープンキャンパス ＨＰ https://www.toyota-ct.ac.jp/examinee/open-campus/ 

鳥羽商船高専 8 月上旬頃に動画掲載予定  オンライ

ン 

中学生、保

護者、中学

校教員 

学校及び学科案内、実験演習公開（工業系学

科）、体験乗船航海（商船学科）、他に個別

相談会等を実施（いずれも動画予定） 

事前申込は，特になし 学生課 入試･支援係 

０５９９－２５－８４０４ 

https://www.toba-cmt.ac.jp/nyuugaku/ 

鈴鹿高専 9 月 12 日、9月 13 日 9：

00～ 

オンライ

ン 

中学生・保

護者 

【オープンカレッジ】学校紹介、入試説明、

専門学科紹介、受験相談など 

鈴鹿高専ＨＰで案内 https://www.suzuka-ct.ac.jp/ 

10 月 24 日、10月 25 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、受験相談、高

専祭 

鈴鹿高専ＨＰで案内 https://www.suzuka-ct.ac.jp/ 

※中止、変更の場合あり 

舞鶴高専  7 月 26 日 

8 月 2,9,23,30 日 

9 月 6日 10:00～15:10 

舞鶴高専 中学生・保

護者 

【舞鶴高専 1日高専体験会】 

学校概要，学生生活紹介，学科展示，体験授

業 

ホームページ  

https://www.maizuru-

ct.ac.jp/ 

メール 

kyoumu@maizuru-ct.ac.jp 

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

10 月 31 日 

11 月 1 日 未定 

詳細は 9 月頃本校ホーム

ページで案内予定 

舞鶴高専 小学生・中

学生・ 

保護者 

【高専祭】 

学校説明，高専祭及び学生生活説明，高専祭

案内 

ホームページ  

https://www.maizuru-

ct.ac.jp/ 

メール 

kyoumu@maizuru-ct.ac.jp 

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

12 月 6 日 未定 

詳細は 10月頃本校ホーム

ページで案内予定 

舞鶴高専 女子中学

生・保護者 

【女子中学生一日高専体験】 

学校説明，各学科説明，懇談会 

ホームページ  

https://www.maizuru-

ct.ac.jp/ 

メール 

kyoumu@maizuru-ct.ac.jp 

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

令和２年 7 月 1 日現在 



令和２年 国立高等専門学校 オープンキャンパス等日程表 

 8 / 12 
 

学校名 日時（令和元年） 場所 参加対象者 概要 申込方法 掲載 URL・問い合わせ先 

明石高専 未定 未定 未定 ８月のオープンキャンパスは中止が決定。 

現在、日程、実施内容、実施規模、実施形態

の見直しを検討している。 

 
 

奈良高専 中止 中止 中止 今年度体験入学中止  https://www.nara-k.ac.jp/enterschool/taiken/gaiyou/ 

和歌山高専 1 月 0日       

米子高専 9 月 19 日・9月 20 日・ 

9 月 21 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・コース概要説明、学科体験、校内自由

見学、学食体験、寮見学 

中学校を通じてメールにより

申込（7/20 締切） 

kyoumu@yonago-k.ac.jp 

https://www.yonago-k.ac.jp/doc/entrance/4392 

（中止の場合同様） 

学生課教務係 0859-24-5022 

8 月下旬【予定】 随時 米子高専

ホームペ

ージ 

どなたでも 【バーチャルオープンキャンパス】 

学校・コース概要説明等オープンキャンパス

の疑似体験 

申込不要 https://www.yonago-k.ac.jp/ 

学生課教務係 0859-24-5022 

松江高専 未定 オンライ

ン 

中学３年

生、保護者

等 

未定 未定 http://www.matsue-ct.jp 

津山高専 8 月 21 日，22日 9：00～

15：00 

津山高専 中学生・保

護者 

【オープンキャンパス】 

体験授業及び施設見学，学校・学科概要説明 

web フォームから申込 

http://www.tsuyama-

ct.ac.jp/openVer4/opencamp

us.html 

学生課教務係 

0868-24-8292 

10 月 31 日， 

11 月 1 日 9：30～15：30 

津山高専 どなたでも 【ミニオープンキャンパス】 

学校紹介，相談コーナー設置 

申込不要 学生課教務係 

0868-24-8292 

広島商船高専 8 月 8日，9日 9:15～

12：45 

広島商船

高専 

中学生・保

護者 

【オープンキャンパス】※延期予定 

体験授業，施設見学，入学相談など 

詳細のウェブサイトについて

は現在準備中 

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

11 月 1 日 10：00～15:00 広島商船

高専 

中学生・保

護者 

【オープンキャンパス】※検討中 

（商船祭と同時開催）施設見学，入学相談な

ど 

web フォームから申し込み 

（現在準備中） 

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

令和２年 7 月 1 日現在 
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呉高専 9 月 5日，9月 6日 未定 

（決定次第，本校ウェブ

サイトでご案内予定） 

呉高専及

びオンラ

イン 

中学３年生

及びその保

護者 

【第１回学校見学会】 

校内見学 

オンデマンドによるビデオ放映 

オンラインによる学生との質問対応 

未定（決定次第，本校ウェブ

サイトでご案内予定） 

本校 HP：https://www.kure-nct.ac.jp/ 

学生課教務係：0823-73-8950 

10 月 31 日 10:00～ 呉高専 中学生及び

その保護者 

【第２回学校見学会】 

全体説明，自由見学，相談コーナー等（予

定） 

未定（決定次第，本校ウェブ

サイトでご案内予定） 

本校 HP：https://www.kure-nct.ac.jp/ 

学生課教務係：0823-73-8950 

徳山高専 11 月 7 日 09：30～15：00 徳山高専 

※オンラ

インにな

る可能性

有り 

中学生・保

護者・教諭 

体験授業，学校・学科概要説明 中学校がまとめて web フォー

ムから申し込み 

http://www.tokuyama.ac.jp/

event/opcp.html 

学生課教務係 

0834-29-6233 

中止案内掲載先：

http://www.tokuyama.ac.jp/news_exam/2020/04/post-

20.html 

宇部高専 8 月 8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 web フォームから個人で申し

込み 

https://forms.gle/b1sf6eQN

C7RXaQcP7 

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

stu/opencampus-3/ 

11 月 7 日 9:30～15:00 宇部高専 中学生・保

護者 

体験学習，学校紹介，学寮見学(予定) web フォームから個人で申し

込み(予定) 

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

stu/opencampus-3/ 

大島商船高専 8 月 8日 未定 大島商船

高専 

未定 詳細は７月上旬頃本校ウェブサイトでご案内

予定 

未定 http://www.oshima-

k.ac.jp/exam/topics/opencampus.html 

11 月 3 日 未定 大島商船

高専 

未定 詳細は１０月上旬頃本校ウェブサイトでご案

内予定 

未定 http://www.oshima-

k.ac.jp/exam/topics/opencampus.html 

阿南高専 7 月下旬予定 未定 オンライ

ン 

不特定（一

般公開） 

Web 動画公開予定（学校紹介，コース紹介，

過去の体験入学の様子，進学・就職関係） 

なし https://www.anan-nct.ac.jp/ 

香川高専(高

松) 

 オンライ

ン 

どなたでも 学校・学科概要説明など  学務課入試係 087-869-3866 

本校 URL https://www.kagawa-nct.ac.jp/ 

香川高専(詫

間) 

 オンライ

ン 

どなたでも 学校・学科概要説明など  学生課教務係 0875-83-8516 

本校 URL https://www.kagawa-nct.ac.jp/ 
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香川高専(高

松) 

9 月 12 日 未定 香川高専

高松キャ

ンパス 

中学 3年生,

保護者,引率

教員 

学科紹介，相談会など 未定 学務課入試係 087-869-3866 

本校 URL https://www.kagawa-nct.ac.jp/ 

香川高専(詫

間) 

9 月 12 日 未定 香川高専

詫間キャ

ンパス 

中学 3年生,

保護者,引率

教員 

学科紹介，相談会など 未定 学生課教務係 0875-83-8516 

本校 URL https://www.kagawa-nct.ac.jp/ 

新居浜高専 9 月 26 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/ 

弓削商船高専 7/25,7/26 10:00-12:00 

14:00-16:00 

弓削商船

高専及び 

参加者自

宅等 

中学生及び

保護者 

新型コロナウイルスの影響を考慮し、学校に

中学生を 

集めてのオープンキャンパス開催を見合わ

せ、オンラインを活用したオープンキャンパ

スを開催する。 

Web フォームから申し込み 

(申込方法等の詳細は本校 HP

オープンキャンパスページで

ご確認ください。) 

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

学生課 教務係 TEL：0897-77-4620 

Mail：kyoumu@yuge.ac.jp 

11/7,11/8 未定 弓削商船

高専 

中学生及び

保護者 

中学生を学校に集めての従来どおりの方法で

開催予定 

(学科等体験、弓削丸体験航海、学寮見学、進

路相談) 

Web フォームから申し込み 

(申込方法等の詳細は本校 HP

オープンキャンパスページで

ご確認ください。) 

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

学生課 教務係 TEL：0897-77-4620 

Mail：kyoumu@yuge.ac.jp 

高知高専  8 月 22 日， 

8 月 23 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 

【オープンキャンパス】 

体験学習，学校概要説明，入試対策説明会 

申し込み不要 学生課教務係 

TEL: 088-864-5623 

https://www.kochi-ct.ac.jp/ 

9 月 8日 9:20～ 高知高専 中学校３年

生・教員・

保護者 

【体験入学】 

体験学習及び施設・クラブ活動見学，学校概

要説明 

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 

https://www.kochi-ct.ac.jp/ 

10 月 24 日 13:00～ 高知高専 中学生・保

護者 

【キャンパスツアー】 

体験学習及び施設見学，学校概要説明 

ＦＡＸ等で学生課教務係まで

（当日参加も可） 

(FAX: 088-864-5536) 

学生課教務係 

TEL: 088-864-5623 

https://www.kochi-ct.ac.jp/ 

11 月 7 日 11:00～ 高知高専 中学生・保

護者 

【高専生による学校説明会】 

在学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 

https://www.kochi-ct.ac.jp/ 
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久留米高専 8 月 18・19 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 web フォームから申し込み 

http://www.kurume-

nct.ac.jp 

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

有明高専 9 月 19 日，9月 20 日 

「未定」 9:00～16:00 

有明高専 一般市民 【オープンキャンパス】 

ものづくり体験教室，校内見学会など 

ものづくり体験教室は申込不

要 

校内見学会は中学校を通して

事前申込 

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

北九州高専 未定（決定は 7月中） 

13：00～16：00 

北九州高

専 

中学生・保

護者 

未定（詳細は 7月下旬までに公開予定） 未定 https://www.kct.ac.jp/jyuken/opencampus.html 

10 月 17 日（現時点・変更

の可能性あり） 13：00～

16：00 

北九州高

専 

中学生・保

護者 

未定 未定 https://www.kct.ac.jp/jyuken/opencampus.html 

佐世保高専 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 https://www.sasebo.ac.jp/snct/ 

学生課入試担当（0956-34-8428） 

熊本高専(八

代) 

８月２２日(土），８月２

３日（日）を予定してい

るが、決定ではない。 

熊本高専 

八代キャ

ンパス 

中学３年

生・その保

護者 

【学校説明及び施設見学】 

例年のオープンパンパスをとりやめ、予約制

（定員あり）の学校，学科等の紹介と施設見

学を予定 

所定の申込書による申し込み

を予定 

学務課 学生募集室 

TEL 0965-53-1331 

熊本高専(熊

本) 

8 月 21 日，8月 22 日（予

定） 

熊本高専 

熊本キャ

ンパス 

中学生、保

護者、中学

校教諭 

【オープンキャンパス（予定）】 

学校概要説明、学科紹介、施設見学、寮見

学、進路相談 

詳細は 7月中旬頃本校ウェブサイトでご案内

予定 

「参加申込書」により中学校

ごとに取りまとめの上、FAX

で申し込み。（予定） 

https://kumamoto-

nct.ac.jp/entrance/opencampus/opencampus.html 

学生募集室（熊本キャンパス） 096-242-6197 

(FAX)096-242-5504 

10 月 24 日，10月 25 日

（予定） 

熊本高専 

熊本キャ

ンパス 

中学生、保

護者、中学

校教諭 

【入試説明会・進学相談（予定）】 

学校概要説明、入試説明、進学相談 

詳細は 9月頃本校ウェブサイトでご案内予定 

自由参加 https://kumamoto-

nct.ac.jp/entrance/opencampus/informationsession.ht

ml 

学生募集室（熊本キャンパス） 096-242-6197 

(FAX)096-242-5504 

大分高専 9 月 5日 9：30～15：00 大分高専 中学生・保

護者 

各種イベント及び施設見学、学校・学科概要

説明、 

入試問題解説 

事前予約制 http://www.oita-ct.ac.jp/ 

内容等について変更の場合があります。 

令和２年 7 月 1 日現在 
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都城高専 未定 オンライ

ン 

中学生、保

護者、中学

校教諭、そ

の他 

学科紹介動画の制作を計画しており、準備が

でき次第、ウエブサイト等で案内予定 

不要 学生課教務係 

0986-47-1133・1134 

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

鹿児島高専 8 月 2日 8：45～16：15 本校 中学１・

２・３年生

及び保護

者、中学校

教職員 

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、女子学生

による茶話会、ロボギャルズワークショップ 

ＦＡＸ：０９９５-４３-２５

８４ 

学生課教務係  

ＴＥＬ：０９９５-４２-９０１４ 

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

沖縄高専 7 月 5日,7 月 19 日, 

8 月 2日 10:00～11:30 

オンライ

ン 

中学生・保

護者 

オンラインミーティング形式の学校説明会 Forms からの申込み 総務課総務係 

0980-55-4003 

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

 

令和２年 7 月 1 日現在 


