
フィリピン AAA Language Academy

想像以上に充実した 2 週間

フィリピンのマニラで２週間の語学研修に参加しました。

入校日は自分が話した英語が伝わらないことを恐れてほと

んど会話ができませんでした。2週目には自分から先生に

話しかけることも増え、自ら多くの先生に話しかけるよう

になりました。スピーキングの面では、自分でも成長を感

じることができました。語学面と文化面で多くのことを学

べたこの2週間は、想像以上に充実していました。

北京工業大学

車いすロボットの開発

国際交流支援事業で、１か月間北京工業大学にて共同研究

を行い、全方向移動型電動車いすの開発を進めました。車

いす介護の支援と歩行支援を行うことを目的として、車い

すの制御で使用される制御回路と制御システムの実装を行

いました。最適な速度制御性能が得られるようにすること

で、電動車いすが全方向にアシストできることを実現させ

ました。

阿部 可南子 さん李　沛譲 さん

大学院博士後期課程　環境・生命工学専攻 大学院博士前期課程　建設工学専攻２年

2015年に本学は、ベトナム中部のダナン工科大学（DUT）との交流協定を結び

ました。DUT出身者が本学大学院（建築学 ）で学んだことがきっかけです。以来

毎年1回、教員と学生約10名がダナンを訪れ、特別講義（教員 ）や研究発表（学

生 ）を行いつつ、デザイン・ワークショップを開催しています。いままで5回の

交流を重ね、相互の信頼を深めています。数グループに分かれて意思を疎通さ

せながら、農村の都市化、伝統と革新、都市の発展、河川流域の景観などの具体

的テーマに毎回向かい合い、正味3日ほどの作業でモデルや図面による成果を

出しています。異国で我が身を振り返り、自分の考えを披露して他者を知る、国

際交流が大切な所以です。

ダナン工科大学

デザイン・ワークショップ

建築学科　石川教授（2015〜）、三田村准教授（2016）、宮崎教授（2017）、
　　　　　臼井講師（2019）

建築学科４年生、建築学専攻大学院生

国際交流
International exchange

国際交流支援事業

海外語学研修支援国際交流支援事業
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ある日のSCHEDULE

6：30　 起床

6：30～8：50　 支度・登校

8：50～10：20　授業

10：20～12：50　休憩

12：50～17：40　授業（実験）

17：40～18：30　休憩

18：30～24：00　アルバイト

ある日のSCHEDULE

7：00　起床

8：50~12：00　講義

12：00~12：50　昼食

12：50~17：40　講義

8：30　登校

19：00~23：45　アルバイト

0：30　就寝

友達と食堂で食べています。

講義がない時間はメイビット
ホールで友達と話したり、課題
をしたりしています。

私は生命情報学科に在籍しています。生命情報学科では、主にプログラミングやコンピュータ関係の勉

強をしています。プログラミングの勉強では、基礎から学ぶことができるので、初めてでも友達と楽しく

教え合いながら学ぶことができます。得意な人はより難しい課題を、苦手な人は個別にわからないところ

を聞きながら、一人ひとりの進度に合わせて講義を受けられます。

私は学生自治会に所属しています。学生自治会は学園祭やその他の行事の企画、運営をしており、学園

祭の運営には特に力を入れています。先輩後輩の仲もよくみんなで切磋琢磨しながら楽しく活動してい

ます。

生命情報学科 2 年  山口 北斗 さん
（私立山村学園高等学校（埼玉県川越市） 出身）

他学科、他学年の人とも楽しく活動できる

私は生物工学科に在籍しています。生物工学科では1年生で習ったことを元に、微生物や生化学、分

子生物学、物理化学といったより専門的な講義を受講します。また、座学だけではなく実験があるこ

とが一番の特徴です。座学と実験があることでより一層理解を深めることができます。

部活・サークル活動としては、私は自治会に所属しています。自治会の一番大きなイベントは翌檜祭

（学園祭 ）です。この時期は少し忙しいですが、いろいろな人と仲良くなれる機会でもあり、大学生活

をより一層楽しく過ごせるようになります。

他にも多くの部活・サークルがあり、それぞれが個性を持って楽しく活動をしているので、興味ある

ものを探してみて欲しいです。

やる時はやる、遊ぶ時は遊ぶ

生物工学科 3 年  髙田 真凜 さん
（広島県立福山誠之館高等学校 出身）

CAMPUS LIFE
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ホームページ https://www01s.ufi nity.jp/maebashi_it/

蔵書数 図書………………88,225冊（洋書8,931冊 ） 
学術雑誌…………所蔵864種類
電子ジャーナル…23種（148タイトル ） 
※令和２年４月１日現在

施設概要 １階　開架図書室
　　　閲覧席 16席
　　　利用者用端末 ３台
　　　受付カウンター
２階　学習コーナー（学習席120席 ）
　　　雑誌コーナー
３階　ラーニングコモンズ

開館時間
（授業期間 ）

月曜から金曜　9:00～22:30　
土曜　9:30～18:00（休館／日曜日・祝日 ）
※開かれた図書館として地域の方も利用できます。

水・環境系、システム生体・生物系分野の実験・演習施設。

蔵書の内容は、数学・物理学・化学・地球科学などの一般教養

書や建設工学・土木工学・環境工学・建築学・情報科学・情報

工学・通信工学・電子工学などの工学専門分野で構成されてい

ます。本館未所蔵のものは、所蔵する大学へ借用（図書）または

文献複写（雑誌）依頼ができます。Web蔵書検索、NII学術コン

テンツポータル、論文情報ナビゲータの利用ができます。

１階に交流スペースや展示スペースがあり、学生の集いの場となっています。

4 ５号館

5 実験棟１

7 附属図書館

8 メイビットホール

食べ物や飲み物、教材や文房
具、書籍などを販売しています。

食堂 （２階）

キャリアセンター（１階）

グループ学修や討論会など、さまざまな学修形態に対応できる「学びの場 」です。

ラーニングコモンズ（３階）

6 実験棟２

9 生協売店

土質や水理実験、建設部材の構造、材料、促進実験を行う施設。
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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

令和2年度入学生の学費

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R2.4.1.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。

学科名
入学料 授業料

前橋市外居住者
前橋市内居住者※ 1 前橋市外

居住者
前橋市内居住者※ 1

特待生※ 2 特待生※ 2
社会環境工学科

282,000 円 141,000 円
535,800 円 267,900 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 200,900 円
※1　 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。
※2　 前橋市内居住者のうち、一定の条件を満たした者が対象。2年次以降も別途条件を満たした場合は、引き続き特待生となる。

●前橋工科大学の説明会はありますか？
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、夏にはオープンキャンパスを開催し、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。（令和2年開催未定）

●過去の入試問題はありますか？
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。

●前橋工科大学以外に受験会場がありますか？
あります。2021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。

入試制度等

Q&A

● 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

体育系

部活動 ［18団体 ］

ストリートダンス部 硬式テニス部 空手サークル

● 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
● スノーボード部

● 軽音楽部
● Comic Create Club
● アカペラ部
● 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

● スポーツサークル
● CLUTCH
● 空手サークル
● かるたサークル
● フットサルサークル
● 剣道サークル

サークル・同好会 ［11団体 ］

●  週末システムいろいろ
　やろーぜー Z
● すーいとぽてと
● 建築ラッチ
● マサコ
● クロワッサン

文化系

● 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

委員会

CLUB

Comic Create Club アカペラ部 毎週住宅をつくる会

軽音楽部 写真部 ジャグリング部
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APRIL 4

◦入学式

◦前期ガイダンス

◦オリエンテーション

◦授業開始

◦新入生歓迎会

◦健康診断

MAY 5 ◦球技大会

JUNE 6 ◦合同運動会

JULY 7 ◦前橋七夕まつり

◦前期末試験

AUGUST 8

◦夏季休業

◦前橋花火大会

◦オープンキャンパス

◦こども科学教室

◦インターンシップ

SEPTEMBER 9
◦保護者会

◦後期ガイダンス

◦後期授業開始

OCTOBER 10 ◦前橋まつり

◦学園祭「翌檜祭」

NOVEMBER 11 ◦公開講座

DECEMBER 12 ◦冬季休業

JANUARY 1
◦後期授業再開

◦初市まつり

◦かるた大会

FEBRUARY 2 ◦後期末試験

◦学年末臨時休業

MARCH 3
◦学内合同企業説明会

◦合同企業説明会バスツアー

◦学位記授与式・学生表彰

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

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。

奨学金

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。

アパート等住居情報

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

●自動車での通学は可能ですか？
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。

●大学でアルバイトの斡旋をしていますか？
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キャリアセンターで閲覧できます。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。

学生生活について

●１日の講義時間はどのようになっていますか？
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。

大学の講義について

INFORMATION

CALENDAR

学位記授与式

学園祭「翌檜祭」① 学園祭「翌檜祭」②

球技大会 合同運動会

入学式
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