
１カ月の支出

月の支出
72,000円

家賃
32,000円

食費
10,000円

服代など
20,000円

光熱費
10,000円

月の収入  アルバイト 30,000円
              仕送り           50,000円

１カ月の支出

月の支出
55,000円

娯楽費
30,000円

食費
15,000円

ガソリン費
10,000円

娯楽費（外食・遊びetc）
15,000円

月の収入  アルバイト 30,000円
                   小遣い          30,000円

体育系
● バドミントン部
● 硬式テニス部
● サッカー部
● フットサル部
● 野球部
● バレーボール部
● バスケットボール部
● ストリートダンス部
● 空手道部

サークル・同好会（16団体）

委員会

● スポーツサークル
● CLUTCH
● 留学生交流サークル
● Try - caT
● 卓球サークル
● クロワッサン
● tm tm
● 陸上サークル
● ダーツ(MDC)
● ソフトテニスサークル
● satisfaction
● PeCo
● rim

● 学生自治会
● 生協学生委員会
● 翌檜祭実行委員会
● 学生消防団

文化系
● 軽音楽部
● Comic Create Club
● 管弦楽部
● アカペラ部　吾猫
● 写真部
● 放送部 
● ロボットテクノ部 
● ジャグリング部  
● えん
● 毎週住宅をつくる会
● 建築保存会　RENO
● 都市デザイン研究会

● 芸術サークル
● 柔道 
● すまいるプロジェクト

CLUB

内訳 金額 合計
後援会費 50,000円

95,660円（93,760円）
同窓会費 20,000円
学生災害傷害保険 4,660円（2,760円）
学生自治会費 21,000円

学科名
入学料

授業料（年額 ）
前橋市外居住者 前橋市内居住者

社会環境工学科

282,000円 141,000円
535,800円

建築学科
生命情報学科
システム生体工学科
生物工学科
総合デザイン工学科 401,800円

平成30年度入学生の学費

※前橋市内居住者とは、入学日の前年から引き続き１年以上前橋市内に住所を有する者、または、配偶者もしくは１親等の親族が
引き続き１年以上前橋市内に住所を有する者とする。

その他諸費用が必要です

※（　）内は総合デザイン工学科の金額　※上記の金額はH29.4.1.現在のものです。改定した場合は改定後の金額が適用されます。

Q&A

学生生活について

Q. 入学料や授業料の減免制度はありますか？
A. あります。詳しくは事務局にお問い合わせください。

Q. 自動車での通学は可能ですか？
A. 通学は可能です。ただし、大学駐車場の駐車台
数には限りがありますので、自動車通学を希望する
学生は、事務局に申請書を提出し、駐車許可証の
交付を受けてください。

Q. 大学でアルバイトの斡旋をしていますか？
A. していません。しかし、学生生活の経済的な補助
として、また就労・社会体験の場として、大学に送られて
くるアルバイト情報は学内掲示版に掲示されます。
希望する学生は直接アルバイト募集先に申し込んで
ください。

大学の講義について

Q. １日の講義時間はどのようになっていますか？
A. 本学の講義は月曜日から土曜日に行われます。
講義時間は次のとおりです。

入試制度等

Q. 前橋工科大学の説明会はありますか？
A. 高校やホテル等を会場とした進学相談会で説明
を行っています。また、夏と秋にはオープンキャンパス
・オープンラボを開催し、学科紹介・入試相談などを
行いますので、興味のある方はぜひお越しください。

Q. 過去の入試問題はありますか？
A. 本学の過去の入試問題は、全国の主要書店で

『大学入試シリーズ（赤本）』として販売されています。

Q. 前橋工科大学以外に受験会場がありますか？
A. あります。平成30年度一般選抜前期日程試験は、
本学以外にも受験会場を用意する予定であり、どの
会場でも受験可能です。なお、その他の各試験に
ついては、本学会場のみとなります。

Q. 総合デザイン工学科は就職者以外でも受験
できますか？
A. 就職者はもちろん、就職予定者や高等学校
新卒者にも受験資格があります。

アパート等住居情報

本学には学生寮がありません。アパート等へ入居を希望する入学生には、
不動産仲介業者から預かった物件資料をお渡ししていますので、事務局に
お問い合わせください。なお、物件の条件にもよりますが、家賃はワンルーム
のアパートで３万円台、マンションで４万円台が中心になっています。

奨学金

奨学金は、家庭の事情等により就学が困難な学生に対する学費援助を目的としています。本学では、
日本学生支援機構による奨学金を中心として、各種団体の奨学金募集制度への応募が可能です。
募集時期になりましたら、掲示してお知らせいたします。募集期間や募集人員は限られていますので、
奨学金の受給を考えている人は事務局へお問い合わせください。また、外国人留学生に対しては、
文部科学省外国人留学生学習奨励費、各種団体の奨学金制度もあります。

部活動（21団体）

INFORMATION

CAMPUS LIFE

（H29.3.31現在 ）

私は建築学科でデザイン、構造、設備など、あらゆる視点から建築を学んでいます。製図室で多くの時間
を過ごすので、学科のみんなと仲良くなれるのが特徴です。
他に私は生協学生委員会という団体に所属しており、新入生歓迎会やお料理教室などの企画の運営や、
合格冊子などの作成も行っています。また、様々な大学の生協学生委員会が集まって開かれる生協に
ついての学習会があるので、そこで他大学の学生とも交流することができます。
この大学も日本全国あらゆるところから学生が集まっていて、各地の方言や名物などいろいろな話が
聞けるのもまた面白いです。

建築学科３年  今井　亮太 さん
（群馬県立前橋南高等学校） 

私は生物工学科で主に生物、化学などを学んでいます。
１年生のうちは基礎科目が多いですが、基礎がしっかりしてこその
学問分野であるので、ありがたいです。
また、週１で実験があり、自分の興味のある分野を学べるところも
魅力だと思います。
今しかできないことを思う存分にできる大学だと、私は思います。

興味のあることを追究できる場所！

生物工学科２年  寺島　裕美 さん
（千葉県銚子市立銚子高等学校） 

まったく新しく広大な、人とのつながり

ある日のSCHEDULE

8:00 通学

授業のない時間に、軽音部の練習
をします。

8:50 部活

10:30 講義

12:50 製図室で課題

15:00 生協学生委員会活動
週1回部会があります。主に企画に
ついての話し合いをして、楽しく活
動しています。

学校から車で30 分の自宅から通っ
ています。

友達と食堂に行ったり、生協売店で
買い製図室で食べたりします。

12:00 昼食

ある日のSCHEDULE

7:30 起床、支度

課 題に取り組 んだり、友だちとお
しゃべりしたり。

8:30 登校

8:50～10:20 講義（生物）

10:30～12:00 空きコマ

12:00～ 昼食

12:50～ 講義（基礎工学実験）

17:00 帰宅

0:00 就寝

21:30～ 自由時間

19:00 夕食

買い物に行きます。

20:00～21:30 勉強
課題に取り組みます。

1時限   8:50～10:20、2時限10:30～12:00、
3時限12:50～14:20、4時限14:30～16:00、 
5時限 16:10～17:40、6時限18:00～19:30、
7時限 19:40～21:10
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