
 

 

平成３１年度鈴鹿工業高等専門学校  

入 学 試 験 説 明 会 
－学校紹介の他，入試制度の説明を行います－ 

 

 準備の都合上，申込みは可能な限り開催日の３日前までにお願いいたします。（当日や直前のお申

込みも可能ですが，当日受付でその旨を申し出願います。） 

三重県内（鈴鹿高専主催） 

会場名 説 明 会 場 開催日時 備 考 

鈴鹿 

（本校） 

鈴鹿工業高等専門学校 

事務・教養棟２階（会議室Ｂ） 

鈴鹿市白子町 

ＴＥＬ：０５９－３６８－１７３９ 

平成３０年 

８月７日（火） 

10:00～11:50 

対象 

・進路指導担当の先生 

各学科の特徴も具体的

に紹介します。 

 

※駐車場有 

桑名 

桑名市大山田コミュニティプラザ 

（１階 中会議室） 

桑名市大山田一丁目７－４ 

ＴＥＬ：０５９４－３２－１８２０ 

平成３０年 

８月８日（水） 

14:00～15:30  

対象 

・進路指導担当の先生 

・中学生及び保護者 

 

※鳥羽商船，近大高専と

合同開催 

※無料駐車場利用可 

尾鷲 

尾鷲市民文化会館 

（せぎやまホール）会議室 

（小ホール） 

尾鷲市瀬木山町７－１ 

ＴＥＬ：０５９７－２３－３０００ 

平成３０年 

８月９日（木） 

14:00～15:30   

対象 

・進路指導担当の先生 

・中学生及び保護者 

 

※鳥羽商船，近大高専と

合同開催 

※無料駐車場利用可 

伊勢 

伊勢市二見生涯学習センター 

（大ホール） 

 

伊勢市二見町茶屋１１１-１ 

ＴＥＬ：０５９６-４４-１８３２ 

平成３０年 

８月１０日（金） 

14:00～15:30    

対象 

・進路指導担当の先生 

・中学生及び保護者 

 

※鳥羽商船，近大高専と

合同開催 

※無料駐車場利用可 

 ※鈴鹿（本校）会場は，進路指導担当の先生のみご参加いただけます。（中学生及び保護者の方は，

9月8日(土)･9日(日)のオープンカレッジや10月20日(土)･21日(日)の高専祭と同時開催の入試説

明会にご参加ください。）他の会場は，進路指導担当の先生の他，中学生及び保護者の方もご参

加いただけます。 

 



 

 

三重県内（近大高専主催） 

会場名 説 明 会 場 開催日時 備 考 

津 

三重県勤労者福祉会館 

（６階研修室） 

三重県津市栄町１丁目８９１番地 

ＴＥＬ：０５９－２２５－２８００ 

平成３０年 

７月２８日（土） 

10:00～12:00 

対象 

・中学生及び保護者 

※近大高専と合同開催 

※駐車場 有 

四日市 

じばさん三重 

（研修室１，２） 

三重県四日市市安島１丁目３－１８ 

ＴＥＬ：０５９－３５３－８１００ 

平成３０年 

７月２８日（土） 

15:00～17:00 

対象 

・中学生及び保護者 

※近大高専と合同開催 

※周辺に有料駐車場有 

伊賀 

ハイトピア伊賀 

 （３階 ホールＡ，Ｂ） 

三重県伊賀市上野丸之内５００ 

ＴＥＬ：０５９５－２１－０５２７ 

平成３０年 

７月２８日（土） 

10:00～12:00 

対象 

・中学生及び保護者 

※近大高専，奈良高専と

合同開催 

※地下および周辺に有料

の駐車場有 

名張 

近大高専 

 （大教室） 

三重県名張市春日丘７番町１番地 

ＴＥＬ：０５９５－４１－０１１１ 

平成３０年 

７月２８日（土） 

14:00～16:00 

対象 

・中学生及び保護者 

※近大高専，奈良高専と

合同開催 

※駐車場 有 

 

会場名 説 明 会 場 開催日時 備 考 

津 

三重県教育文化会館 

（３階第５会議室） 

三重県津市桜橋２－１４２ 

ＴＥＬ：０５９－２２８－２０７７ 

平成３０年 

１１月２４日（土） 

10:00～12:00 

対象 

・中学生及び保護者 

※近大高専と合同開催 

※駐車場 有 

四日市 

じばさん三重 

（研修室１，２） 

三重県四日市市安島１丁目３－１８ 

ＴＥＬ：０５９－３５３－８１００ 

平成３０年 

１１月２４日（土）

15:00～17:00 

対象 

・中学生及び保護者 

※近大高専と合同開催 

※周辺に有料駐車場有 

伊賀 

ハイトピア伊賀 

 （３階 ホールＡ，Ｂ） 

三重県伊賀市上野丸之内５００ 

ＴＥＬ：０５９５－２１－０５２７ 

平成３０年 

１１月２４日（土）

10:00～12:00 

対象 

・中学生及び保護者 

※近大高専，奈良高専と

合同開催 

※地下および周辺に有料

の駐車場有 

名張 

近大高専 

 （大教室） 

三重県名張市春日丘７番町１番地 

ＴＥＬ：０５９５－４１－０１１１ 

平成３０年 

１１月２４日（土）

14:00～16:00 

対象 

・中学生及び保護者 

※近大高専と合同開催 

※駐車場 有 

 



 

 

三重県内（鳥羽商船主催） 

会場名 説 明 会 場 開催日時 備 考 

志摩 

志摩市商工会館（カルチャー教室） 

志摩市阿児町鵜方字小向井５０１２ 

ＴＥＬ：０５９９－４４－０７００ 

平成３０年 

１０月１３日（土） 

14:00～15:30  

対象 

・進路指導担当の先生 

・中学生及び保護者 

 

※無料駐車場利用可 

愛知県内（鈴鹿高専主催） 

会場名 説 明 会 場 開催日時 備 考 

蟹江 

蟹江中央公民館（蟹江町庁舎横） 

        （１階 研修室） 

愛知県蟹江町学戸三丁目３ 

ＴＥＬ：０５６７－９６－１１３５ 

平成３０年 

８月１日（水） 

14:00～15:30  

対象 

・進路指導担当の先生 

・中学生及び保護者 

 

※鳥羽商船と合同開催 

※無料駐車場利用可 

名古屋 

ＫＫＲホテル名古屋（旧三の丸会館） 

（２階 竹の間） 

名古屋市中区三の丸一丁目５－１ 

ＴＥＬ：０５２－２０１－３３９０ 

※名古屋城正門より徒歩３分 

地下鉄「丸の内駅（１番出口）」又は 

「市役所駅（６番出口）」より徒歩８分 

平成３０年 

 ８月３日(金) 

14:00～15:30 

対象 

・進路指導担当の先生 

・中学生及び保護者 

※鳥羽商船と合同開催 

※ホテル敷地内の駐車場

利用可（４時間まで無料。

お帰りの際，フロントで駐

車券処理が必要です。） 

滋賀県内（鈴鹿高専主催） 

会場名 説 明 会 場 開催日時 備 考 

水口 

サントピア水口 

甲賀市共同福祉施設 

      （研修室，視聴覚室） 

滋賀県甲賀市水口町北内貴１－２ 

ＴＥＬ：０７４８－６３－２９５３ 

平成３０年 

 ７月２５日(水) 

14:00～15:30 

対象 

・進路指導担当の先生 

・中学生及び保護者 

※近大高専と合同開催 

※無料駐車場利用可 

大津 

大津市生涯学習センター 

（３階 ３０３学習室） 

滋賀県大津市本丸町６－５０ 

ＴＥＬ：０７７－５２７－００２５ 

京阪電鉄石山坂本線「膳所本町」より 

徒歩７分 

平成３０年 

７月２７日（金） 

14:00～15:30  

対象 

・進路指導担当の先生 

・中学生及び保護者 

 

※近大高専と合同開催 

※駐車場利用可 

（台数に限りあり） 

 


