
令和３年度福井工業高等専門学校入学者選抜学力検査における受検地について 

  

学力検査では、原則として本校検査場または滋賀県検査場で受検していただくことになりますが、新

型コロナウイルス感染症の影響により、本校検査場または滋賀県検査場から遠方に住まわれている方

で、本校検査場または滋賀県検査場までの公共交通機関等での移動に心理的に不安等がある場合、居

住地近くで受検できる方法を検討しますので、 出願期間を待たず１１月末までに、最寄り地受検相談票

を提出の上、必ず事前に相談してください。 また、選択できる受検先は以下の一覧表をご参照ください。 

なお、ご希望に添えない場合もありますので予めご了承ください。推薦選抜は最寄り地受検の対象とな

りませんので御了承いただきますようよろしくお願いします。 

  

〇令和３年度入学者選抜学力検査で利用できる会場一覧（全国の国立高専） 

利

用

可

否 

№ 学校名 郵便番号 所在地 

〇 01 函館工業高等専門学校 〒042-8501 北海道函館市戸倉町 14番１号 

〇 02 苫小牧工業高等専門学校 〒059-1275 北海道苫小牧市字錦岡 443番地 

〇 03 釧路工業高等専門学校 〒084-0916 北海道釧路市大楽毛西 2丁目32番 1号 

〇 04 旭川工業高等専門学校 〒071-8142 北海道旭川市春光台 2条 2丁目 1番 6号 

〇 05 八戸工業高等専門学校 〒039-1192 青森県八戸市田面木字上野平16-1 

〇 06 一関工業高等専門学校 〒021-8511 岩手県一関市萩荘字高梨 

〇 07 仙台高等専門学校（広瀬キャンパス） 〒989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央4丁目 16番 1号 

〇 07 仙台高等専門学校（名取キャンパス） 〒981-1239 宮城県名取市愛島塩手字野田山 48 

× 08 秋田工業高等専門学校 〒011-8511 秋田県秋田市飯島文京町１番１号 

× 09 鶴岡工業高等専門学校 〒997-8511 山形県鶴岡市井岡字沢田 104 

〇 10 福島工業高等専門学校 〒970-8034 福島県いわき市平上荒川字長尾 30 

〇 11 茨城工業高等専門学校 〒312-8508 茨城県ひたちなか市中根 866 

〇 12 小山工業高等専門学校 〒323-0806 栃木県小山市大字中久喜 771 

〇 13 群馬工業高等専門学校 〒371-8530 群馬県前橋市鳥羽町 580番地 

〇 14 木更津工業高等専門学校 〒292-0041 千葉県木更津市清見台東 2丁目 11番 1号 

× 15 東京工業高等専門学校 〒193-0997 東京都八王子市椚田町 1220-2 

〇 16 長岡工業高等専門学校 〒940-8532 新潟県長岡市西片貝町 888番地 

〇 17 富山高等専門学校（本郷キャンパス） 〒939-8630 富山県富山市本郷町 13 

〇 17 富山高等専門学校（射水キャンパス） 〒933-0293 富山県射水市海老江練合 1-2 

× 18 石川工業高等専門学校 〒929-0392 石川県河北郡津幡町北中条タ１ 

〇 19 福井工業高等専門学校 〒916-8507 福井県鯖江市下司町 

〇 20 長野工業高等専門学校 〒381-8550 長野県長野市徳間 716 

× 21 岐阜工業高等専門学校 〒501-0495 岐阜県本巣市上真桑 2236-2 

〇 22 沼津工業高等専門学校 〒410-8501 静岡県沼津市大岡 3600 

〇 23 豊田工業高等専門学校 〒471-8525 愛知県豊田市栄生町 2-1 



利

用

可

否 

№ 学校名 郵便番号 所在地 

〇 24 鳥羽商船高等専門学校 〒517-8501 三重県鳥羽市池上町 1-1 

〇 25 鈴鹿工業高等専門学校 〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町 

〇 26 舞鶴工業高等専門学校 〒625-8511 京都府舞鶴市字白屋 234番地 

〇 27 明石工業高等専門学校 〒674-8501 兵庫県明石市魚住町西岡 679番地の 3 

〇 28 奈良工業高等専門学校 〒639-1080 奈良県大和郡山市矢田町 22番地 

× 29 和歌山工業高等専門学校 〒644-0023 和歌山県御坊市名田町野島 77 

〇 30 米子工業高等専門学校 〒683-8502 鳥取県米子市彦名町 4448 

〇 31 松江工業高等専門学校 〒690-8518 島根県松江市西生馬町 14-4 

〇 32 津山工業高等専門学校 〒708-8509 岡山県津山市沼 624-1 

〇 33 広島商船高等専門学校 〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1 

〇 34 呉工業高等専門学校 〒737-8506 広島県呉市阿賀南 2-2-11 

〇 35 徳山工業高等専門学校 〒745-8585 山口県周南市学園台 

〇 36 宇部工業高等専門学校 〒755-8555 山口県宇部市常盤台 2丁目 14番 1号 

〇 37 大島商船高等専門学校 〒742-2193 山口県大島郡周防大島町大字小松 1091番地 1 

〇 38 阿南工業高等専門学校 〒774-0017 徳島県阿南市見能林町青木 265 

〇 39 香川高等専門学校（高松キャンパス） 〒761-8058 香川県高松市勅使町 355番地 

〇 39 香川高等専門学校（詫間キャンパス） 〒769-1192 香川県三豊市詫間町香田 551 

〇 40 新居浜工業高等専門学校 〒792-8580 愛媛県新居浜市八雲町 7-1 

〇 41 弓削商船高等専門学校 〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000 

〇 42 高知工業高等専門学校 〒783-8508 高知県南国市物部乙 200-1 

〇 43 久留米工業高等専門学校 〒830-8555 福岡県久留米市小森野 1-1-1 

〇 44 有明工業高等専門学校 〒836-8585 福岡県大牟田市東萩尾町 150 

〇 45 北九州工業高等専門学校 〒802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目 20番 1号 

〇 46 佐世保工業高等専門学校 〒857-1193 長崎県佐世保市沖新町 1-1 

〇 47 熊本高等専門学校（八代キャンパス） 〒866-8501 熊本県八代市平山新町 2627 

〇 47 熊本高等専門学校（熊本キャンパス） 〒861-1102 熊本県合志市須屋 2659-2 

〇 48 大分工業高等専門学校 〒870-0152 大分県大分市大字牧 1666番地 

× 49 都城工業高等専門学校 〒885-8567 宮崎県都城市吉尾町 473-1 

× 50 鹿児島工業高等専門学校 〒899-5193 鹿児島県霧島市隼人町真孝 1460-1 

〇 51 沖縄工業高等専門学校 〒905-2192 沖縄県名護市辺野古 905番地 

※科目数の違いにより、全国の国立高専で受検できるわけではないことをご了承ください。 

 

 

 

 

 



 〇令和３年度入学者選抜学力検査で利用できる会場一覧（国立高専以外） 

※この一覧にある会場では、追試験を受験することができません。この一覧にある会場で本試験の受験を 

 予定し、感染症等を理由として受験できなかった場合は、「追試験の場合の会場」欄に記載している高 

 専で受験いただきます。 

都道府県 会場名 住所 追試験の場合の会場 

北海道 
北海道大学工学

部 

北海道札幌市北区

北 13条西 8丁目 

苫小牧工業高等専門学校 

（北海道苫小牧市字錦岡 443番地) 

北海道 
帯広経済センタ

ービル 

北海道帯広市西 3

条南 9丁目 23  

釧路工業高等専門学校 

（北海道釧路市大楽毛西 2丁目 32番 1号) 

北海道 北見工業大学 
北海道北見市公園

町 165番地 

旭川工業高等専門学校 

（北海道旭川市春光台 2条 2丁目 1番 6号) 

東京都 

東京海洋大学 

越中島キャンパ

ス 

東京都江東区越中

島 2-1-6 

木更津工業高等専門学校 

（千葉県木更津市清見台東 2丁目 11番 1号) 

山梨県 
山梨大学 甲府

キャンパス 

山梨県甲府市武田

4-3-11  

沼津工業高等専門学校 

（静岡県沼津市大岡 3600） 

長野県 佐久教育会館 
長野県佐久市岩村

田 3098-1 

長野工業高等専門学校 

（長野県長野市徳間 716) 

滋賀県 守山商工会議所 
滋賀県守山市吉身

3丁目 11-43 

舞鶴工業高等専門学校 

（京都府舞鶴市字白屋 234番地) 

島根県 

島根県西部総合

福祉センターい

わみーる 

島根県浜田市野原

町 1826番地 1 

松江工業高等専門学校 

（島根県松江市西生馬町 14-4) 

岡山県 
岡山コンベンシ

ョンセンター 

岡山県岡山市北区

駅元町 14番 1号 

 

香川高等専門学校（高松キャンパス） 

（香川県高松市勅使町 355番地) 

 

   or 

 

香川高等専門学校（詫間キャンパス） 

（香川県三豊市詫間町香田 551番地) 

広島県 

広島県立みよし

公園カルチャー

センター 

広島県三次市四拾

貫町神田谷 

松江工業高等専門学校 

（島根県松江市西生馬町 14-4) 

山口県 海峡メッセ下関 
山口県下関市豊前

田町 3丁目 3-1 

宇部工業高等専門学校 

（山口県宇部市常盤台 2丁目 14番 1号) 

徳島県 
三好市保健セン

ター 

徳島県三好市池田

町シンマチ 1476

番地 1 

新居浜工業高等専門学校 

（愛媛県新居浜市八雲町 7-1) 

高知県 
中村地区建設協

同組合 

高知県四万十市右

山元町 3丁目 3番

26号 

高知工業高等専門学校 

（高知県南国市物部乙 200-1) 



 

〇最寄り地受検事前相談票 

(提出先：nyushi@fukui-nct.ac.jp，事前相談期限：令和２年１１月３０日（月）) 

都道府県 会場名 住所 追試験の場合の会場 

佐賀県 唐津商工会館 
佐賀県唐津市大名

小路 1-54 

佐世保工業高等専門学校 

（長崎県佐世保市沖新町 1-1) 

長崎県 
長崎県建設総合

会館 

長崎県長崎市魚の

町 3-33 

佐世保工業高等専門学校 

（長崎県佐世保市沖新町 1-1) 

長崎県 西諫早公民館 
長崎県諫早市山川

町 1番地 3 

佐世保工業高等専門学校 

（長崎県佐世保市沖新町 1-1) 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/11/362a89962aef8533d859408454f5fd40.xlsx

