
国立富山高等専門学校 
15歳からはじまるカレッジライフ 

中学１～３年生対象 

秋季オープンキャンパス 
 本郷キャンパス 
    令和元年 
   11月16日（土） 
   11月17日（日） 
 射水キャンパス 
    令和元年 
   11月10日（日） 
   11月17日（日） 
 
中学３年生対象 

進学個別相談会 
 令和２年 

 11月25日（日） 

 12月  8日（土） 

夏季オープンキャンパス開催日程 
 

 本郷キャンパス 
    令和元年 

   11月16日（土） 

   11月17日（日） 

 射水キャンパス 
    令和元年 

   11月10日（日） 

   11月17日（日） 

中学１～３年生対象 

秋季オープンキャンパス 
 

 本郷キャンパス 
  令和元年 

  11月16日（土） 
  11月17日（日） 
 

中学３年生対象 

進学個別相談会 
 本郷・射水キャンパス 
  令和元年 

  11月24日（日） 
  12月  1日（日） 

見
本 

 

 射水キャンパス 
  令和元年 

  11月10日（日） 
  11月17日（日） 

各イベント・入試
情報は裏面へ⇒ 

「機械の英知」で未来を動かせ！ 
 

  機械システム工学科 
 

電気工学と機械工学の融合 
 

  電気制御システム工学科 
 

実験を通して確かな技術と知識を 
 

  物質化学工学科 
 

電気・電子回路からソフトウエア開発まで 
 

  電子情報工学科 
 

富山から環日本海へ、そして世界へ 
 

  国際ビジネス学科 
 

世界は海でつながっている 
 

  商船学科 



秋季オープンキャンパス

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

〒939-8630 富山市本郷町13
TEL 076-493-5498 FAX 076-493-5488

●バス 富山駅南口バスターミナル５番乗り場から「国立高専（朝菜町経由、下堀経
由）」行きに乗車、 「国立高専前」下車

●電車 電鉄富山駅から「岩峅寺」行きに乗車、「小杉駅（地鉄）」下車、徒歩15分／電
鉄岩峅寺駅から「電鉄富山」行きに乗車、「布市駅」下車、徒歩15分

〒933-0293 射水市海老江練合1-2
TEL 0766-86-5145 FAX 0766-86-5130

●バス 富山駅南口バスターミナル３番乗り場から「新港東口」行きに乗車、
「練合」下車、徒歩2分
東富山駅、富山駅、呉羽駅、小杉駅（あいの風）、越中中川駅、高岡駅、
新湊方面から通学バス運行

※射水市のコミュニティバスも利用可

富山高専 検索

進学個別相談会 ※各学科設置のキャンパスでご対応いたします。

入試情報
射水キャンパス

電子情報工学科　　４０名
国際ビジネス学科　４０名
商船学科　　　　　４０名

入学資格

選抜方法

推薦による選抜
願書受付 　令和２年１月７日（火）　～　１月９日（木）

試験日 　令和２年１月１９日（日）

試験科目 　全学科共通

学力検査による選抜
願書受付 　令和２年１月２７日（月）　～　１月３０日（木）

試験日 　令和２年２月１６日（日）

試験科目 　全学科共通

帰国子女特別選抜
願書受付 　令和２年１月２７日（月）　～　１月３０日（木）

試験日 　令和２年２月１６日（日）

　機械システム工学科
　電気制御システム工学科
　物質化学工学科
　電子情報工学科
　商船学科

　国際ビジネス学科

試験科目

※正式な願書受付日程や試験日程、試験会場等の詳細は、令和元年９月発行の
「令和２年度学生募集要項」をご覧ください。

本郷キャンパス

機械システム工学科　　　４０名
電気制御システム工学科　４０名
物質化学工学科　　　　　４０名

　理科、英語、数学、国語、社会
（マークシート方式）

　理科、英語、数学、国語
（マークシート方式）
および面接

　英語、数学、社会、小論文および面接

　面接

中学校を卒業した者および令和２年３月卒業見込みの者

推薦選抜、学力試験および帰国子女特別選抜による選抜

募集定員

本郷キャンパス会場 射水キャンパス会場

中学３年生とその保護者対象

11月24日（日）・12月1日（日）
9:30〜12:00 / 13:30〜16:00

機械システム工学科 電子情報工学科

・巨大ロボットの作り方　―巨大ロボットは大地に立つか？― ①空中の電波を見てみよう　―電池無しでLEDの点灯実験―

・ミッション：探査機を無事に着陸させよ。 ②Webアプリケーションの作成体験！　―商品購入のWebページづくり―

・ロボットプログラムで迷路から抜け出そう！ 国際ビジネス学科

電気制御システム工学科 ①異文化について学ぼう　―学生の体験談を通じて異文化について学ぶ―

・中の人などいない！歩け！！二足歩行ロボット！！！ ②ビジネスの学習を体験しよう

・学んで遊ぼう！電子回路モノ作りとIoT用エナジーハーベスト体験 商船学科　※開講時間10：00～11：50

・3Dプリンターで新しいものづくりを体験しよう ・船の仕事をみてみよう　―海と船を学ぶ―

物質化学工学科 商船学科

・暮らしの悪臭を除去する物質の化学 ①シミュレータで巨大船を動かそう　―船の動きを学ぶ―

・色で判定！溶液中の金属イオン ②エンジンを組み立てて動かそう　―構造と動きを学ぶ―

受付 8：30～9：00 / 開講時間①10：00～10：50 ②11：00～11：50 / 終了予定12：10

※参加希望の方へ： 中学校の先生を通じて、お申し込みください。　※本郷キャンパスは1講座110分、射水キャンパスは各講座それぞれ50分の実施となります。

本郷キャンパス会場 射水キャンパス会場

11/16(土)
11/17(日)

11/10(日)
11/17(日)

受付 8：30～9：00 / 開講時間9：30～11：20 / 終了予定11：40

各イベントの詳細や申込用紙は、
富山高専のホームページに掲載
しています！

～５年間の一貫教育で専門知識と技術をしっかり学ぶ～

独立行政法人 国立高等専門学校機構

内訳 備考

入学料 84,600 円 入学時のみ

授業料※ 234,600 円 年額

3,000 円 入会金

30,000 円 会費（年額）

学生会関係（学生会費） 6,000 円 年額

寄宿料 700～800 円 月額（寮生のみ）

食費 1,200 円 日額（寮生のみ）

保護者による学校支援組織関係
（後援会）

金額（予定を含む）

※「高等学校等就学支援金」の制度により就学支援が行われ、１年生から３年生
までを対象として、保護者の所得に応じて就学支援金が支給されます。

本郷キャンパス 射水キャンパス

学費および諸経費

【お問い合わせ先・アクセス】

進学・就職実績 ※過去5年間 1,161人分（本科）

主な就職先
トヨタ自動車
YKK
北陸電力
セイコーエプソン
アステラスファーマテック
サントリービール
NHK
NTTデータ
外務省
富山県庁
商船三井
日本郵船 ほか

主な進学先
東京大学 4人
京都大学 1人
大阪大学 4人
名古屋大学 6人
東京工業大学 4人
東北大学 3人
九州大学 3人
北海道大学 2人
千葉大学 10人
神戸大学 16人
筑波大学 10人
金沢大学 27人
新潟大学 28人
富山大学 29人
ほか

※中学１～３年生対象です。

保護者向け校内見学会もあります。

県内就職
23.2%

（270人）

県外就職
27.8%
(323人)

大学進学
27.2％(316人)

国立 299人

公立 8人
私立 7人
外国 2人

高専専攻科
19.5%
(226人)

就職：51.1％

進学：47.4％

発行日 令和元年９月２５日

11/17(日)

11/10(日)
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