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１．経済的な支援

(1) 入学料免除・徴収猶予

(2) 授業料免除

(３) その他の奨学金



※ 令和４年度利用者 免除 0名， 徴収猶予 ０名

入学料 : 84,600円

入学料免除

• 入学前1年以内に、学資負担者の死亡または
学資負担者が風水害等の被害を受けた場合

入学料徴収猶予

• 経済理由によって納付期限までに納付が困難
であり、学業優秀と認められる場合

経済的な支援

(1) 入学料免除・徴収猶予



(2) 授業料免除

• 就学支援金 (1～3年生)

月額 9,900円 （加算者：月額19,550円）

• 高等教育の修学支援新制度 (4年生以上)

• 卓越した学生に対する授業料免除

授業料免除額 1/3 ～ 全額

給付額 5,900円～34,200円（区分や通学形態による）

利用者(令和４年度) 3２人

優秀な成績を修めた学生4名に，授業料の1/4を免除

授業料 : 年 234,600円

経済的な支援



(3) その他の奨学金等

2. 沼津高専同窓会奨学金 （給付）

1. 日本学生支援機構 （貸与（第一種・第二種））

3. 沼津高専「五月の太陽奨学基金」（給付）

4. その他
• 沼津中央ライオンズクラブ （給付：1～3年生対象）

• 天野工業技術研究所奨学金 （給付：5年生対象）

• ウシオ財団奨学金 （給付：専攻科生対象）

• タミヤ奨学会奨学金 （給付：大学編入者対象） など

家計急変者を対象

授業料の半額または全額を給付

月額 10,000円～51,000円

令和４年度利用者 ２０名

明産株式会社からの寄附金で運用

令和３年度利用者 ８名

経済的な支援



2．学修と生活の支援

(1)福利厚生施設

(2)学生生活支援室

(3)学習サポートセンター

(4)キャリア教育

(5)合理的配慮



(1) 福利厚生施設

１．尚友会館

学生食堂（11:30～13:00） 売店

学生会室 など

２．学生生活支援ゾーン（共通棟１階）

学生課 保健室

学生生活支援室

カウンセリングルーム

学修と生活に関する支援



• カウンセラー, ソーシャルワーカー，精神科医等による

学生相談

• 本校教員による学生相談
随時受付け

メール相談，
Web相談もOK

(２) 学生生活支援室（メンタルヘルス）

カウンセリング

学修と生活に関する支援

月 火 水 木 金

カウンセラー
〇 〇

〇
〇 〇

(月２回)

ソーシャルワーカー 〇

（月１回）

精神科医 〇

(月1回)

学生生活コーディネーター 〇 〇



教員による放課後学習支援
火・水・木 15:00～17:00

上級生による放課後学習支援
随時

★ オンラインによるサポートもしています

Fuji cafeでの勉強風景 Fuji cafe（手前） と 礎塾(ドアの奥)

(3) 学習サポートセンター
学修と生活に関する支援



「キャリア教育支援プログラム」

• 社会人講師、ＯＢ、先輩等による講演・講義

• インターンシップ等を通じて就労意識涵養

• 就職祭等を通じて職業紹介

• 面接指導（模擬面接）

低学年からの一貫したキャリア教育

キャリア教育委員会

COOP教育委員会

就職支援委員会

キャリア支援センター

キャリア支援センターを中心に

を実施

(4) キャリア支援

就職祭

就職情報閲覧コーナー

学修と生活に関する支援



障害のある学生も同等の機会が得られるよう，変更や
調整を行います。

学生支援コーディネーター学生，保護者 学修活動・学校生活

変更・調整合意形成

「機会の保障」 ≠ 「結果の保障」

相談

必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要と
されるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの

合理的配慮

(5) 合理的配慮の提供
学修と生活に関する支援



3．学生生活

(1) クラブ活動

(2) 学校行事



● 運動部（20）

陸上競技 野球 卓球 柔道 剣道 弓道 空手道 合気道
水泳 体操 サッカー ラグビー テニス ソフトテニス
バレーボール バスケットボール ハンドボール バドミントン
スキー トライアスロン

(1) クラブ活動 クラブ・同好会

学生生活

● 文化部（4）

吹奏楽 囲碁将棋 ロボコン 天文

● 同好会（10）

機械工学 プロコン 数理 知財 茶道
合唱 軽音 ESS 大道芸 アカペラ

野球部

弓道部

http://www.numazu-ct.ac.jp/news-event/5450.html/attachment/image001-2


(1) クラブ活動 大会やコンテスト

学生生活

高専体育大会 東海地区大会, 全国大会

高体連，高野連の大会にも出場

運動部の大会

各種コンテスト

高専ロボットコンテスト
高専プログラミングコンテスト
高専英語プレゼンテーションコンテスト
高専ディープラーニングコンテスト など

その他

定期演奏会， Ene-1チャレンジ，
Japan Students’ Juggling Festival など

ロボコン大賞受賞

吹奏楽部 定期演奏会

サッカー部 東海地区大会優勝



御殿場研修（1年生) 特別研修（2年生)

キャリア研修（4年生)

(2) 学校行事の様子(1) 

学生生活



17

救命救急講習会 原付安全講習会文化講演会

スポーツ大会・体育祭高専祭（ステージ） 高専祭（模擬店）

(2) 学校行事の様子(2)

学生生活



https://www.numazu-ct.ac.jp/


