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北斗祭実行委員長　上 村  胡 桃
　今回の北斗祭のテーマは、「Paint! ―集まれ、輝け、あなた色―」です。ステージ
に立つ人、模擬店で汗を流す人、はじめて北斗祭に参加する人、高専生活最後の北斗
祭を迎える人、実行委員として頑張ってきた人。学生一人一人がそれぞれの得意分野
を生かし、キラキラと輝く「あなた色」で今年しかできえない北斗祭を描いてほしい
というのが北斗祭実行委員一同の願いです。そうしてつくりあげた北斗祭はきっとあ
なたの人生の中でかけがえのない大切な思い出となることでしょう。
　みなさん、精一杯楽しみましょう！
　最後になりましたが、北斗祭開催にあたり、関わってくださった実行委員、教官を
はじめとするすべての皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。

富山高等専門学校長　賞
た か

 雅
ま さ

  寛
と も

 而
じ

　高等専門学校は入学の 16 歳から本科卒業の 20 歳まで、あるいは専攻科修了の 22
歳までの教育を行いますが、長い人生の中で最も人間として成長するこの時期の若者
にとって、学業の修得とともに文化・体育課外活動は重要なアイテムです。本校でも
重要な課外活動行事である高専祭が、富山高専統合発足後 10 回という回を重ねて今
年は射水キャンパスにて北斗祭として行われることは、誠に喜ばしい限りです。
　北斗祭は、統合前の旧富山商船高専時代から射水キャンパスの最も伝統ある学生企
画行事として、近隣の皆様そしてご父母の皆様との交流の場になってまいりましたが、
統合後は富山高専の行事として、本郷キャンパスの学生団体も多く企画参加していま
す。各学生団体はこの高専祭のためにしっかりとした準備を進めてきておりますので、
ご参加の皆様におかれましては、学生諸君の日ごろの活動成果をどうぞ十分に楽しん
でいただき、また北斗祭実行委員会他各参加学生への温かいご支援をこれまでにもま
していただければ幸いです。

射水キャンパス学生会長　川 上  真 菜 佳
　今年も高専祭を無事開催することができ、うれしく思います。
　関わってくださった皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
　一から高専祭の企画に携わり、何をするにもその陰には多くの人の努力や頑張りが
あるものなのだと改めて実感しました。学生が各々この高専祭にかける想いがあって、
そのために人知れずしてきた努力があるからこそ今回のような、私たちにしか創るこ
とができない北斗祭になったのだと思います。一生のうちたった 5 年の高専生活、そ
の中で更に一瞬のこの高専祭が、学生一人一人の色に溢れ、鮮やかに輝き、いつまで
も色褪せない思い出となればと思います。

ごあいさつ
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実習場案内

MAP

日　　時　5月 26日（土）9:00 ～ 12:00
　　　　　5月 26日（土）13:00 ～ 16:00
　　　　　5月 27日（日）9:00 ～ 12:00

集合場所　前庭噴水前（正門入って右）

バスダイヤ 5月26日 5月27日

学校発 9:00 13:00 9:00

実習場発 11:30 15:30 11:30

当日券はありません。
乗船の際には搭乗券（当選はがき）

をお持ちください。
乗船日の変更はできませんので、ご了承ください。
また、天候により内容を変更する場合があります。

お車で校内への乗り入れはできません。
お手数ですが東明小学校隣の臨時駐車場までおねがいします。

●皆川内科

●織田歯科

●北陸銀行
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10:00　オープニング

10:30　軽音部バンド演奏

11:40　日本舞踊

11:55　大正琴演奏

12:20　吹奏楽部演奏

13:00　ライブペインティング

14:10　ダンスパフォーマンス

14:50　エンディング

ステージ企画
〜タイムテーブル〜

５月26日（土）
桜吹雪、糸屋の娘、菊づくしの
リズム感のある三曲を披露します。
是非お楽しみ下さい！

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 !
1 日目 11 時 55 分からはステージ前
に集まってしんみりと琴の音色に聴き
入りましょう !

ララランドをはじめ、アニソンなど皆
さんが聞いたことのある 4 曲をお届け
します。フランクフルト片手にお楽し
みください！

１日目 13 時からはアーティスト
AOISIS さんによる「ライブペイ
ンティング」を行います。2018
年北斗祭の目玉イベント！今年
のテーマ「Paint」に合わせて、
北斗祭のステージを鮮やかに彩
ります。皆さんもぜひ参加して
最高の思い出を作りましょう！
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10:00　オープニング
　　　　（コンテスト中間発表）

10:35　軽音部バンド演奏

11:40　クイズ大会

12:20　カラオケコンテスト

13:00　ビンゴ大会

14:35　ダンスパフォーマンス

15:20　エンディング
　　　　（コンテスト結果発表）　

５月27日（日）

コンテスト紹介
我らが富山高等専門学校射水キャンパス
で繰り広げられる 2 年に 1 度の熱き闘
い。学生によって選ばれた Mr.　Ms.　
男装女子　女装男子　ロングヘア－　浴
衣　筋肉　美脚　歌うまなどなど…各部
門のコンテスト出場者たちが観客を魅了
する！笑いありなみだあり（？）の中で
見事に 1 位に輝くのは誰なのか！？
決めるのはアナタ次第。さぁ Let's 投票。

フォーリミやユニゾン、ホルモンまで…
いろんなジャンルを軽音部が一生懸命ラ
イブします！出演バンドはこちら！
pomme、classy snappy、USGのコピ
バン、04Limited Satosys、モンホル、
white noir、Mrry、烏

お子さまから大人の方までたのしめるよ
うビンゴ大会を行います。多くの景品も
取り揃えていますので、ぜひ参加してく
ださい！なお、ビンゴカードは一人一枚
でお願いします。

こんにちは、フリースタイルダンス部
です！
僕たち（私たち）は、とにかく楽しむ
をモットーに活動しています！この北
斗祭も皆さんと一緒に楽しめるような
パフォーマンスを披露します！
さらに今年はダンス部だけではなく
K3 と K5 のかわいい子達も素敵なダ
ンスを披露してくれます！こちらも目
が離せませんね！
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お化け屋敷

学生昇降口学生昇降口

本部本部

保健室保健室

EVEV

EVEV

EVEV

EVEV

EVEV

EVEV

EVEV

第1専門棟

第1専門棟

第1専門棟

第2専門棟

第2専門棟

第2専門棟

第3専門棟

第3専門棟

第1専門棟

第3専門棟

1階 3階

4階

2階

校内MAP

商
船
学
科
展
示

・寄せ書きコーナー＆
チェキパネル・フォトブース
みなさんが今思い描いていることは何ですか？
最近楽しかったこと、将来の夢、
自分が大好きなもの、北斗祭への思いなど、
何でも自由に表してください！
♯北斗祭♯で♯投稿♯してね♯♡

学生実験内容展示、
卒業研究展示、
各教員の研究紹介など

選手の試合の映像、
世界記録の展示など

パソコンを用いた製作物
（ゲームなど）の展示

脱出ゲーム

作品展示

作品展示

研究推進モデル校としての取り組み
についてのポスター展示

本校の産学、地域連携の取り組み、
富山高専技術振興会の紹介

・ソリューションセンター

留学生のポスター発表「出身国
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

・国際教育センター

活動内容の展示
・スマイルアッププロジェクト

忘れ物や分からないこと、困った
ことがあれば、なんでもお気軽に
相談してください

・スタンプラリー引換所

模型展示

・美術同好会
・書道同好会

・本郷鉄道部

作品展示
・本郷美術部

・２年生

・3年生

・デジタル
メディア創作部

歴代ロボットの
展示（試走）

・メカトロ技術研究部

・写真同好会

・陸上競技部

・電子情報工学科

卒業研究紹介、
各異文化研修・長期留学
体験紹介

中学生と保護者の方のためのコーナーです。
富山高専に関すること何でもお答えします。
お気軽にどうぞ。

・国際ビジネス学科・進路相談

航海計器の歴史 君も船長になってみよう
～シミュレーター操船体験～

・・・スタンプラリーのスタンプ設置場所

学生会活動紹介、
和海寮の説明

・学生会（射水）
・学寮会展示

台車カート
試乗体験

・学生会（本郷）

・研究高度化推進センター

・文芸同好会
ぽっぷこーんのおみせ あふぇっとーそ
祭のお供にポップコーンは如何？
同好会誌「うみねこ」無料配布中

・本郷
  キャンパス
  学科展示

・商船学科展示・商船学科展示

注意事項 構内は禁酒・禁煙となっております。
ご協力下さいますよう、お願いします。
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昇降口昇降口
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奈呉の浦会館奈呉の浦会館
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第3専門棟第3専門棟

第1専門棟第1専門棟

ガスタービン
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実験実習棟中庭実験実習棟中庭

渡り廊下渡り廊下模擬店MAP
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円盤焼き（陸上競技部）

自治会

商船学科展示

後援会こんにちは！陸上競技部です！私たちは円
盤焼き（お好み焼き）を販売しています！
美味しいのでぜひ来てください！

専攻かな奈（専攻科）
バナナ飛び込むチョコの音

はらちゃんたこ焼き
（男子バレーボール部）
男バレのたこ焼きです！美味しいの
でぜひ1度食べてみてください！

とんちゃん（K5）
可愛い子たちが愛情込めて
作った豚汁です♡来たらいい
ことがあるかも…！♡

head(S4)
焼きたてホクホクポテト
いろんな味が楽しめます

はしまき（I4）
みんな大好きはしまき屋さんです！

肉巻きおにぎり屋（カッター部）
肉巻きおにぎりの販売を行います。おいしい
ので、ぜひ皆さん立ち寄ってみてください。

ベビーカステラ（野球部）
熱血球児が熱々のカステラをお届け
します！！

ぽっぷこーんのおみせ
あふぇっとーそ（文芸同好会）
祭のお供にポップコーンは如何？同好会誌
「うみねこ」無料配布中

揚げぽよ
（男女バスケットボール部）
バスケ部のみんな大好き唐揚げアゲ～↑
美味しくない訳がない。

だんごや（日本舞踊同好会）
もちもち柔らか美味しいお団子、色んな
お味でどうぞ。

いけ麺処  美味（I5）
全米が泣いた！幻と呼ばれた伝説
のあの味が北斗祭に降臨！

先輩が海外で
撮ってきた写真
を展示します。

世界で二番目においしい
かれーぱん（ラグビー部）
美味しすぎて気絶？！

焼きそびんぐフューチャー（テニス部）
伝統を受け継いだ焼きそば　店名こそふざけてます
が、味は、本物。

かりふわッフル（バドミントン部）
おいしいかりふわワッフル。バド部が愛情を込
めて作ります♡

フランクフルトやさん（吹奏楽部）
美味。

ヤンヤンパオズ（K4）
肉まん、ピザまん、ショコラまんのお店です。

ダリアおばさんの揚げパン工房
（フリースタイルダンス同好会）
ダリアおばさん秘伝のレシピで美味しく揚げました。

機関学
同好会
エンジン部
品の展示

チュ♡チュ♡チュロス
（女子バレーボール部）
一口食べれば心踊る！皆で食べれ
ば気分はTDRまずは店頭へ！

飲み物屋 ―OASIS―
（アントレプレナー研究同好会）
喉を潤したいあなた、ラッキーね。こんな所に
オアシスがあるわよ

アメリカンドック（軽音楽同好会）
サクサクふわふわの生地とパリッとジューシーな
ウインナーを１つにしちゃいました。

2階 お茶会（茶道部）
　　写真展示（OB）

1階 北斗祭バザー

★模擬店大賞★
　どこの模擬店が
　一番よかった？！
味が良かった！活気があった！親切
だった！看板娘がかわいかった！な
どなど。どのような観点からでもい
いです！気に入った模擬店に投票お
願いします！上位になった模擬店に
は豪華賞品があたるかも！？結果は
二日目フィナーレで発表！！

波もあらしも乗り越えろ！
船ロボット対戦ゲーム
対象：小学生以上、人数２名以上
プールに浮かぶ２隻の船型ロボットを操縦
して、途中のいろいろな障害をのりこえ、
早くゴールした方が勝ちとなる対戦ゲーム
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揚げぽよ
（男女バスケットボール部）
バスケ部のみんな大好き唐揚げアゲ～↑
美味しくない訳がない。

だんごや（日本舞踊同好会）
もちもち柔らか美味しいお団子、色んな
お味でどうぞ。

いけ麺処  美味（I5）
全米が泣いた！幻と呼ばれた伝説
のあの味が北斗祭に降臨！

先輩が海外で
撮ってきた写真
を展示します。

世界で二番目においしい
かれーぱん（ラグビー部）
美味しすぎて気絶？！

焼きそびんぐフューチャー（テニス部）
伝統を受け継いだ焼きそば　店名こそふざけてます
が、味は、本物。

かりふわッフル（バドミントン部）
おいしいかりふわワッフル。バド部が愛情を込
めて作ります♡

フランクフルトやさん（吹奏楽部）
美味。

ヤンヤンパオズ（K4）
肉まん、ピザまん、ショコラまんのお店です。

ダリアおばさんの揚げパン工房
（フリースタイルダンス同好会）
ダリアおばさん秘伝のレシピで美味しく揚げました。

機関学
同好会
エンジン部
品の展示

チュ♡チュ♡チュロス
（女子バレーボール部）
一口食べれば心踊る！皆で食べれ
ば気分はTDRまずは店頭へ！

飲み物屋 ―OASIS―
（アントレプレナー研究同好会）
喉を潤したいあなた、ラッキーね。こんな所に
オアシスがあるわよ

アメリカンドック（軽音楽同好会）
サクサクふわふわの生地とパリッとジューシーな
ウインナーを１つにしちゃいました。

2階 お茶会（茶道部）
　　写真展示（OB）

1階 北斗祭バザー

★模擬店大賞★
　どこの模擬店が
　一番よかった？！
味が良かった！活気があった！親切
だった！看板娘がかわいかった！な
どなど。どのような観点からでもい
いです！気に入った模擬店に投票お
願いします！上位になった模擬店に
は豪華賞品があたるかも！？結果は
二日目フィナーレで発表！！

波もあらしも乗り越えろ！
船ロボット対戦ゲーム
対象：小学生以上、人数２名以上
プールに浮かぶ２隻の船型ロボットを操縦
して、途中のいろいろな障害をのりこえ、
早くゴールした方が勝ちとなる対戦ゲーム
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日時　５月 26日（土）11時～ 13時
　　　５月 27日（日）11時～ 13時

場所　奈呉の浦会館 1階　学生食堂

学生から提供頂いた商品、たくさんあります♪
物との出会いは一期一会！

あなたにとって運命のほりだしものとであえるかも！
ぜひ一度来てみてください！

富山駅北口→高専（射水） 高専（射水）→富山駅北口
富山駅北口前 高専（射水） 高専（射水） 富山駅北口前

9:00 9:45 14:30 15:10
9:30 10:10 15:30 16:10
10:40 11:20 16:00 16:40
11:10 11:40

高岡駅南口→高専（射水） 高専（射水）→高岡駅南口
高岡駅前 高専（射水） 高専（射水） 高岡駅前

9:20 10:00 15:30 16:10
10:50 11:30

呉羽駅・小杉駅北口→高専（射水）
呉羽駅前 小杉駅前 高専（射水）

9:15 9:35 9:55
10:20 10:40 11:00

高専（射水）→呉羽駅・小杉駅北口
高専（射水） 呉羽駅前 小杉駅前

15:50 16:05 16:25

今年は少しでも多くの方に北斗祭を楽しんでもらうため、
送迎バスの大幅な増便、バス停の追加を行いました！
便利な無料送迎バスをぜひご利用ください！

バス時刻表

北斗祭バザー


