
一般社団法人 富山県専修学校各種学校連合会主催 富山県 ／ 富山県教育委員会後援

●各講座の実施校では、様々な対策をとっておりますので、その指示に従って受講していただきます。
●受講当日、各自、基本的なコロナ対策（検温、手指消毒、マスクの着用など）をとってくるとともに、体調のすぐれない場合は、実施校に
連絡の上、受講をお控え願います。

●今後の感染拡大状況によっては、講座が中止される場合もありますので、ご理解をお願いいたします。

全国専修学校各種学校総連合会は、専修学
校制度が制定された日にちなみ7月11日を
「職業教育の日」と制定しました。私達は、目
的をもった夢ある若者を応援し、仕事に就く
ために必要な技能・知識を得ようと「職業教
育」を受ける皆様を応援する、様々な活動を
展開しています。

県内専修学校各種学校では、夏休みに小中高校生の皆さんに向けた職業選択のための体験講座を開きます。
みなさんのご参加をお待ちしております。

当選された方のみ7月20日（水）までに郵送でお知らせします。
欠員募集がある講座はホームページに掲載します。（7月20日頃）

新型コロナウイルス感染防止対策

受講者の決定

各講座の内容をよくお読みになり、FAXまたはホームページでお申し込みください
●FAX 076-442-1859　●ホームページ https://toyama-senkakuren.or.jp 

申込方法

駐車場や見学については、講座内容をご確認ください。
近隣駐車場がない場合もありますので、公共交通機関をご利用ください。

注意事項

小学校4・5・6年生、中学生、高校生（各講座により異なります）

対象

「職業選択のための体験講座2022」
「7月11日職業教育の日」記念事業

7月7日（木）午後5時まで（応募多数の場合は抽選となります）

申込期限

富山専各連 検索

募集要領

夏休みは職業体験しよう!

体験講座
すべて

 無料!
材料費の必要な講座も

あります。

病院・介
護施設のお仕事

調理のお仕事

You
Tub

er

自動車整備のお仕事

美容のお仕事



ハンカチ、材料費200円
(ネイルチップ、チップ台と一部道
具を持ち帰っていただきます)

持ち物

小4～中3対象

ネイルアート体験内容

10名定員

可（1名のみ）見学 なし駐車場

実施校
臼井美容専門学校

7月29日㈮ 10:00～11:30

富山市西中野本町7-13

4 ネイルアート体験

実施校

パンの製造を実際に体験します。パンの生
地作りから、発酵、成型、焼き上げまで一連
が体験できます。

内履き、エプロン、三角巾、
ハンドタオル、お茶、
材料費800円

持ち物

小4～中3対象

内容

16名定員

可見学 あり駐車場

総合カレッジSEO

7月25日㈪ 13:00～16:00

砺波市出町中央6-9

1 パン職人を体験しよう

実施校

介護の魅力を伝えます!!
福祉用具体験

動きやすい服装、室内用シューズ持ち物

小4～中3対象

内容

5名定員

不可見学 なし駐車場

北陸ビジネス福祉専門学校

8月2日㈫ 10:00～11:30

富山市西中野本町1-6

6 介護ってどんなこと?

実施校

医療事務の魅力を体験していただきます。

筆記用具、電卓持ち物

小4～中3対象

内容

5名定員

北陸ビジネス福祉専門学校

8月2日㈫ 10:00～11:30

富山市西中野本町1-6

7 医療事務の仕事って???

実施校

簡単な自動車整備士の仕事体験
車の簡単な点検や工具の使い方、分解組
付け作業などを体験していただきます。

体操服（動きやすく汚れても良い
もの）、運動靴、筆記用具、
マスク着用

持ち物

小4～中3対象

内容

12名定員

可（保護者1名）見学 あり駐車場

富山自動車整備専門学校

8月1日㈪ 10:30～12:00

富山市野々上13-1

5

実施校

ネイル体験（人工爪やトレーニングシート使
用）、メイク体験（トレーニングシート使用）、
編みこみ体験（マネキン使用）

内履き、タオル1～2枚、
マスク着用

持ち物

小5～小6対象

内容

30名定員

不可見学 なし駐車場

専門学校富山ビューティーカレッジ

7月28日㈭ 10:15～11:30

富山市総曲輪3丁目3番16号 総曲輪ウィズビル2階

3 美容のお仕事体験!幼児教育を体験しよう!
保育者のお仕事ってどんなこと?

実施校

午前中は附属幼稚園に行って保育体験をし
ます。午後からは本所で実技講座に参加し
幼児教育について学びます。

昼食　内履き
※幼児と共に活動できるよう軽装で
ご参加ください。

持ち物

中1～高3対象

内容

30名定員

不可見学 なし駐車場

高岡第一学園幼稚園教諭・保育士養成所

7月27日㈬ 9:30～15:00

高岡市本郷2-1-35

2

自動車整備士体験
自動車の点検・整備を体験しよう!

実施校

病院の受付業務の模擬体験や医療事務の
お仕事に挑戦し、仕事や進路に関する疑問
を解決します。

なし持ち物

小5～中3対象

内容

10名定員

富山大原簿記公務員医療専門学校

8月3日㈬ 10:30～12:00

富山市桜町1-4-20

8 病院受付体験スペシャル
医療事務や病院の受付業務を体験しよう!

可（保護者1名）見学 なし駐車場 不可見学 なし駐車場

実施校

デザインやイラストの制作現場で広く利用
されるデザインマーカーCopicを用いてイ
ラスト制作に挑戦します!

なし持ち物

小5～中3対象

内容

10名定員

富山大原簿記公務員医療専門学校

8月3日㈬ 10:30～12:00

富山市桜町1-4-20

9 Let's making copic
～君だけの色を見つけよう～

不可見学 なし駐車場



実施校

結婚式に欠かせないウェルカムボード作り
を体験しましょう。

ハサミ、スティックのり持ち物

小4～小6対象

内容

10名定員

富山情報ビジネス専門学校

8月4日㈭ 10:00～11:30

射水市三ケ576

11 ウェディングプランナー体験
オリジナルウェルカムボードを作ってみよう!

可見学 なし駐車場

実施校

お医者さんはいつもどんな仕事をしている
のだろう?お医者さんになりきって、お医者
さんの仕事を体験してみよう!聴診器や注
射器などを使って様々な治療を実際に体験
してみます。

なし持ち物

小4～小6対象

内容

15名定員

富山情報ビジネス専門学校

8月4日㈭ 10:00～11:00

射水市三ケ576

13 Bit病院
～お医者さん体験をしよう～

可見学 なし駐車場

実施校

ロボットを使ったプログラミング体験をしま
す。自分が作ったプログラムでロボットがど
う動くか、確認しながらプログラムを作って
いきます。

なし持ち物

小4～小6対象

内容

10名定員

富山情報ビジネス専門学校

8月4日㈭ 10:00～11:30

射水市三ケ576

16 ロボットを動かしてみよう
～アーテックロボでプログラミング体験～

可見学 なし駐車場

実施校

好きな体のパーツを選び、自分オリジナル
キャラクターを作ります。そして、そのキャラ
クターを簡単なプログラミングで動かす体
験をしていただきます。

※必要なスキルとして、マウス操作、
キーボード操作が出来ることが望
ましいです。

持ち物

小4～小6対象

内容

10名定員

富山情報ビジネス専門学校

8月4日㈭ 10:00～11:30

射水市三ケ576

15 ゲームプログラミング体験
～自分オリジナルキャラクターを動かしてみよう～

可見学 なし駐車場

実施校

ライブ配信の機材をセッティングし限定公
開でYouTubeでライブ配信を行います。ま
た、ニュース等の原稿を用意して、実際に原
稿を読むことを体験していただきます。

なし持ち物

小4～小6対象

内容

8名定員

富山情報ビジネス専門学校

8月4日㈭ 10:00～11:30

射水市三ケ576

12 YouTubeライブ配信&
原稿読み体験

可見学 なし駐車場

実施校

写真やイラストをパソコンで加工したり、色
を塗ったり、文字を入れたりして、スマホの
待ち受け画像を作ります。

スマートフォン
（本人の物でなくてもよい）

持ち物

小4～小6対象

内容

10名定員

富山クリエイティブ専門学校

8月4日㈭ 10:15～11:30

富山市牛島新町2-3

17 スマホの待ち受け画面
を作ろう

可見学 なし駐車場

実施校

スチレンボードを使い住宅のミニチュア模
型づくり
色付けして自分のオリジナルデザイン住宅
にしよう。

紙に着彩できるもの
（色鉛筆、マーカー、カラーペン
など）

持ち物

中1～高3対象

内容

10名定員

富山クリエイティブ専門学校

8月5日㈮ 10:00～12:00

富山市牛島新町2-3

18 模型づくりで建築体験 

不可見学 なし駐車場

実施校

スタディ模型は、建物を建てる前にどんな
建物になるのか確認するために造ります。
ハサミやカッターで模型材料を切って組み
立てていきます。

なし持ち物

小4～小6対象

内容

10名定員

富山情報ビジネス専門学校

8月4日㈭ 10:00～11:30

射水市三ケ576

14 スタディ模型造りを
体験してみよう♪

可見学 なし駐車場

実施校

ホテル内にはレストランがあり、ホテルスタ
ッフが準備。お客様がこられた際は、サービ
スを行っています。今回は実際に皆さんに
レストランサービスを体験していただきます。

なし持ち物

小5～中3対象

内容

10名定員

富山大原簿記公務員医療専門学校

8月3日㈬ 10:30～12:00

富山市桜町1-4-20

10
ホテル体験

不可見学 なし駐車場

ホテルスタッフになり、テーブルコーディネー
ト、テーブルサービスをしてみよう!!

裏面もご覧ください➡



実施校

カップケーキをカラフルなクリームでデコレ
ーションし、オリジナルケーキを作ります。

エプロン、三角巾、ハンドタオル、
内履き、材料費500円

持ち物

小4～高3対象

内容

10名定員

富山調理製菓専門学校

8月19日㈮ 10:00～12:00

富山市総曲輪4-4-5

19 カップケーキを
デコレーションしよう!! 

可見学 なし駐車場

実施校

ビューティービジネスのお仕事を体験して
みよう。

内履き持ち物

中1～中3対象

内容

20名定員

富山県理容美容専門学校

8月19日㈮ 10:00～12:30

富山市下新町32-26

20 ビューティービジネスを
体験しよう!

不可見学 あり駐車場

実施校

●スタイリング ●ジュエリーメイク
（両方体験します）

内履き持ち物

小4～小6対象

内容

40名定員

富山県理容美容専門学校

8月23日㈫ 13:00～14:30

富山市下新町32-26

21 はじめての
ビューティーワーク

不可見学 あり駐車場

■申し込み／お問い合わせ
一般社団法人 富山県専修学校各種学校連合会　〒930-0096 富山市舟橋北町4-19
TEL ： 076-442-1858　FAX ： 076-442-1859　https://toyama-senkakuren.or.jp

※本講座は、職業体験のためのもので、学生募集を対象としたものではありません。また、参加ご希望の方の個人情報を、参加者の同意なしに第三者に開示提供
することはありません。（法令などにより開示を求められた場合を除きます。）

見学の希望 有 ・ 無 ※見学できない講座もあります。

氏名（ふりがな） 年齢

連絡先

住所
〒 　 －

申込者氏名

希望講座

（　本人　・　保護者等　）

TEL E-mail

開催日時

学年

1

2

3

学校名・職業等

受講希望者
氏名

※申込者がご本人の場合でも
お名前をご記入ください。

講座名

講座番号

申し込み日

※お申し込みは1講座1
枚となります。複数の
講座をお申し込みの
際は、コピーをしてい
ただくか、ホームペー
ジをご利用ください。

月 日「夏休み職業体験講座」申し込み用紙


