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バザー開催バザー開催バザー開催
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若潮丸
運行

５月２１日（土） 13：00～16：00
５月２２日（日）　9：00～12：00

　前庭噴水（正門入って右）に集合してください

バザーが、北斗祭に初登場！
日時：５月２１日（土）１１:００～１３:００
場所：第3専門棟1階ラウンジ
　　（北斗祭実行委員会本部）

富山高等専門学校長　石原 外美

第８回高専祭（北斗祭）の開催に寄せて

北斗祭実行委員長　伊藤 ゆかり

憧れの北斗祭を迎えて

学生会長　瀬見井 佐和子

学生一人ひとりの宝物に
高専生から多くの提供があり、とっておきの品
物が格安で販売されています。服や文房具から
ちょっとした家具まで、品ぞろえも豊富です。
気軽に遊びに来てください♪
（売り切れ次第終了します！）

　関係各位には，平素より富山高専の教育研究活動にご支援、ご協力を頂いていることに厚く御礼
を申し上げます。
　さて、本年度（平成２８年）の高専祭（北斗祭）は、平成２１年開催の第１回の高専祭から数えて第８回
目となります。本高専祭は、富山高専キャンパスを広く内外に開放することにより、本校が現在実施し
ている教育、研究の内容と活動、学生の学び、クラブ活動などに代表される課外活動、また国際交流
活動、地域貢献活動などの現状を、多くの方々に知っていただき、社会における本校に対する認識と
評価を高め、地元の方々の本校への信頼をさらに深めることを目的としています。
　本日、お越しの地域の皆様方にお願い致します。今回の北斗祭においても、各文化部からの作品

展示，学科の活動状況を示すいろんな展示、模擬店など盛り沢山の企画が企画、準備されていると聞いています。本校の学
生諸君が用意した色んな企画を見て、聞いて、触れて楽しんでいただければ幸いです。是非、本校の「教育・研究の高度化へ
向けた活動」、「課外活動」、「国際交流活動」、「地元，企業との協働活動」、そして本校卒業生の「社会における活躍状況」を知
っていただき、今後とも富山高専へのご支援を宜しくお願い致します。
　学生諸君には、学業や課外活動等、忙しい日々の中で、北斗祭開催に向けて、自発的にそして計画的に準備を進めてくれ
ました。多忙の中で、いかにして準備を進めていくのか、さまざまな工夫が必要であったと思います。今回の経験が、学生諸
君の自己マネージメント力を高めてくれたものと期待しています。諸君の努力が報いられ、学校内外より多くの方々が来校
されますよう願っています。
　最後に、学生諸君の高専祭の準備活動に対して、後援会、教職員、そして地域の皆様方から暖かいご支援をいただきまし
た。お力添えを頂いた各位に対し、厚くお礼を申し上げます。

　私は中学生のときにこの富山高専射水キャンパスの北斗祭に来て、「この学校の人たちは楽しそ
うだな、この学校に入りたい！」と思ったのがきっかけで、この学校に入学しました。そして今回、北斗
祭実行委員長を務めさせていただくことになりました。あの頃の自分のように、いまの中学生の皆
さんにもこの学校の良さが伝わってほしいと思います。そしてなにより、この学校の学生一人ひとり
が、あの頃の自分が見た高専生のように、全力で楽しんでもらえるような北斗祭になることを願って
います。最後になりますが、北斗祭を開催するにあたって、支えてくれた教官方、先輩方、学生課の方
々、そして、一緒に作り上げてきた北斗祭実行委員会のみんなに、心からの感謝を送ります。

　今年も、伝統ある高専祭を無事開催することができ、嬉しく思います。関わってくださったすべて
の皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
　伝統を引き継ぎつつオリジナルな高専祭を創る、これは簡単なことではありません。学生一人ひ
とりがそれぞれの得意分野を生かして活躍できるのは、富山高専の強みであり誇りです。部活やク
ラス、ステージなど様々な場面で学生が力を発揮したおかげで、今回も私たちにしか創ることので
きない素晴らしい北斗祭になったと同時に、一人ひとりにとってかけがえのない思い出になることで
しょう。北斗祭は2日間しかありませんが、テーマにあるように、一瞬の輝きを一生、大切にしてほし
いと思います。

乗船券は、事前に抽選に
より配布済みです。
当日券はありません。
必ず乗船券として返送されたハガキを
おもちください。
荒天により、中止する場合があります。
乗車券は指定された日時しかご利用
できません。
船内での飲食はできません。
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大正琴演奏 
練合自治会の皆さんが今年も
素敵な大正琴演奏を披露して
くださいます。2日目12時10
分からは、ステージの前に集
まってしんみりと琴の音色に聴
き入りましょう！ 

富山出身のクリエイター&パフォーマー。富山
県の各地を背景に、自身のダンス動画を撮影し 
YouTubeなどの動画投稿サイトで発表。県
内外のイベント出演や、映画、CM、パーソナリ
ティとしても活躍。

5月21日土

10
時

ぶらっくすわん
パフォーマンス

オープニング

オープニング
（Mr.Ms高専/模擬店大賞 

中間発表）

エンディング
（コンテスト結果発表）

軽音部バンド演奏

軽音部バンド演奏

日本舞踊

日本舞踊

吹奏楽部演奏

ダンスステージ

DJ Cha Cha
パフォーマンス

エンディング

ダイノジ
パフォーマンス
“GIAN NIGHT”

ジャイアンナイト

大正琴演奏

学生カラオケ大会

ダンスステージ

吹奏楽部演奏
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5月22日日

1日目13時30分からは、芸人ダイ
ノジ・大谷ノブ彦さんがDJを務める
「ジャイアンナイト」が北斗祭の
ステージをジャックします。2016年
北斗祭の目玉イベント！ダイノジさん
と盛り上がれば、最高の思い出に
なること間違いなしです！

1日目13時30分からは、芸人ダイ
ノジ・大谷ノブ彦さんがDJを務める
「ジャイアンナイト」が北斗祭の
ステージをジャックします。2016年
北斗祭の目玉イベント！ダイノジさん
と盛り上がれば、最高の思い出に
なること間違いなしです！

ぶらっくすわんぶらっくすわんぶらっくすわん
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学年・部活・同好会展示学年・部活・同好会展示学年・部活・同好会展示学科展示学科展示学科展示

❶ナビゲーションとは？ 
航海学演習室（休憩コーナー設置）

❷「航海計器の歴史」
航海計測演習室（休憩コーナー設置）

❸「あなたも船長になってみよう」
レーダーシミュレータ演習室　 
※いずれも第1専門棟4F

商船学科

第学生実験内容展示、卒業研究展示、
各教員の研究紹介など 
第2専門棟2階　情報工学第1実験室

電子情報工学科

Shake Our World
第各国紹介展示、卒業研究展示

第3専門棟3階　国際5年教室

国際ビジネス学科

●デジタルメディア創作部
成果物の展示 (共通講義室）

●陸上競技部
選手の試合の上映、世界記録の展示
（第1体育館）

●美術部・書道部（合同）
作品展示（第1専門棟2階 電子1年教室）

●機関学同好会
エンジン部品の展示（ガスタービン実験室）

●写真部
写真部展示（第1専門棟2階 国際1年教室）

●メカトロ技術研究部
ロボット展示会（第2体育館）

●茶道部
お茶会（奈呉の浦会館２階和室）

●イノベーション　　
イノベーションセンターの業務である地域連携、共同研究・受託研究の受け入れ支援、
研究シーズ紹介等に関するパネル展示 （第1専門棟 ものづくり実習室）

●ソリューション　
活動内容紹介パネル、ビデオ展示（第1専門棟　ものづくり実習室）

●国際交流　　
留学生のポスター発表、出身国の紹介  本校の国際交流の取り組みについてのポスター展示
（第1専門棟 ものづくり実習室）
●女性スマイルアップ展示（ものづくり実習室）
●進路相談（第1専門棟 教材開発室）
●学生会・学寮会展示　　
学生会活動紹介（第3専門棟3F 電子4年教室）
展示和海寮の紹介（第3専門棟3F 電子4年教室）

●2年
国際、商船学科
　映像（第2専門棟1階 電子5年教室）
電子情報工学科　
　ピタゴラスイッチ（第2専門棟1階 電子2年教室）

●3年
お化け屋敷
（第3専門棟2階 電子、国際、商船3年教室）

～学科展示～

～クラス展示～～部活動展示～

●鉄道部
鉄道ジオラマ、写真展示
（第3専門棟2階 商船2年教室）
●美術部
作品展示
（第１専門棟2階 商船１年教室）
●学科展示
学科紹介
(第3専門棟3階 国際4年教室）

～本郷キャンパス展示～
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●進路相談（第1専門棟 教材開発室）
●学生会・学寮会展示　　
学生会活動紹介（第3専門棟3F 電子4年教室）
展示和海寮の紹介（第3専門棟3F 電子4年教室）

●2年
国際、商船学科
　映像（第2専門棟1階 電子5年教室）
電子情報工学科　
　ピタゴラスイッチ（第2専門棟1階 電子2年教室）

●3年
お化け屋敷
（第3専門棟2階 電子、国際、商船3年教室）

～学科展示～

～クラス展示～～部活動展示～

●鉄道部
鉄道ジオラマ、写真展示
（第3専門棟2階 商船2年教室）
●美術部
作品展示
（第１専門棟2階 商船１年教室）
●学科展示
学科紹介
(第3専門棟3階 国際4年教室）

～本郷キャンパス展示～
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①後援会
　 イカ焼き、どんど焼き、もち、ドリンク
②自治会
　 ストロー細工
③国際4年
　 揚げパン
④野球部
　 ベビーカステラ
⑤専攻科
　 からあげ
⑥ラグビー部
　 カレーパン
⑦女子バレー部
　 チュロス
⑧軽音楽同好会
　 フライドポテト
⑨バドミントン部
　 チョコバナナ、フルーツチョコ
⑩日本舞踊同好会
　 団子
⑪テニス部
　 焼きそば
⑫デジタルメディア創作部
　 焼きドーナツ
⑬電子4年
　 焼き鳥
⑭吹奏楽部
　 肉巻きおにぎり
⑮陸上部
　 お好み焼き、焼き餃子
⑯ヨット部
　 フランクフルト、わたあめ
⑰男子バレー部
　 揚げたこ焼き
⑱カッター部
　 果実あめ
⑲電子5年
　 ワッフルアイス
⑳サッカー部
　 あんばやし
㉑バスケ部
　 串カツ、ドリンク
㉒文芸同好会
　 パンケーキ、ドリンク
㉓ダンス同好会
　 カレ―ライス、ドリンク （奈呉の浦会館2階）

わからないことがあれば
お近くの高専生に
お気軽にお尋ねください♪
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第8回北斗祭実行委員会第8回北斗祭実行委員会第8回北斗祭実行委員会

アキレス
〒939-2718

富山市婦中町分田272番地1
　TEL (076)425-0470
　FAX (076)425-0471

富山支店
富山市二口町2丁目5番2号
TEL 076-494-8225

株式会社 マノ
作業服　事務服　白衣

富山市四方364-1
TEL 076-435-0231
FAX 076-435-2344

野原厨房（株）
富山市西中野町1-6-8
TEL 076-425-3091

13 14

装 飾

実 行 委 員 長 伊藤ゆかり

スタッフジャンパーを着ているのが目印です。気軽にお声かけくださいね♪

副実行委員長 前美羽音、嶋崎栄樹

学 生 会 長 瀬見井佐和子

広 報 瀬見井佐和子、添田智之、小西秀佳、中山美里、畑将弘、井波結矢

音 響 長谷川慎太郎、出野弘揮、松村さくら、米澤智貴、坂西和也

交 通 田島かい里、岡本翔太、伊藤美彩、ハリン・ハプアーラッチ、中前心佑

実 習 場 中原嶺太朗

キャンパス連携 高島美樹

会 計 背戸颯希、藤田真帆

企 画 髙田明莉、吉田楓、中野三恵子、原和希、砂原路万、山崎裕也、
松井真悟、中山祥太、川合悠太

模 擬 店 若宮翔、巻美咲、野澤カンナ、殿村雄太、亀谷芽生、堀井直樹、南保遥佳、
中嶋彩乃、長谷川仁子

高井想未、松村さくら、堀誉日、林彰太、清井碧斗、酒井彩佳、川尻彩夏

展 示 粉究ひかり、篠崎蓮、村島優斗、谷野文哉、高田雄規、竹岸理沙、田口穂乃佳、
岡本翔太、井黒航介

　今回も電子情報工学科有志が北斗祭アプリを開発しました。
ステージ企画のタイムスケジュールや模擬店等の情報が確認できて
とても便利♪ステージや模擬店からのリアルタイムのニュースも
閲覧できます！北斗祭をフルに楽しむために是非ご活用ください！！
　［北斗祭2016］のダウンロードは右のQRコードからお願いします。
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学校MAP学校MAP学校MAP
※射水市内で運行している射水市コミュニティバスでもお越し頂けます。

構内に駐車される場合は、正門の入り口からお入りください。東明小学校の奥に臨時駐車場も
用意しておりますので、ご利用ください。


