
※対象年齢 40 歳まで

仕事をしたいけど見つからない…。

①プログラムは１日開催です。

①受講希望講座名 ②郵便番号・住所 ③氏名 ④電話番号

※必ずお読みの上お申し込み下さい。

②全て経験不問の講座ばかりですのでどなたもお気軽にご参加下さい。
③開催日は開催校によって違います。講座一覧をご確認下さい。
④お申込み時に必ず「持参品の有無」と「講座の集合時間」をお問合せ下さい。
⑤やむを得ず遅刻または欠席する場合は必ず開催校へご連絡下さい。
⑥全ての講座に定員があります。定員を満たした時点で受付終了となります。
⑦40 歳までの方がご参加頂けます。
⑧天候や震災等で講座が開催できない場合は開催校よりご連絡いたします。
⑨ご自身の過失による事故等の責任は負いかねます。予めご了承下さい。
⑩保護者の方、付添いの方が参加できる講座もあります。お問い合わせ下さい。
⑪開催校へはお車ではなく公共の交通機関をご利用下さい。
⑫最寄り駅から開催校へは記載のURL またはお電話にてご確認下さい。
⑬当日の持物については、各開催校へお問合せ下さい。
⑭ご不明な点は各講座開催校または（一社）神奈川県専修学校各種学校協会へお問合せ下さい。

自分にあった仕事を見つけたい…。

自信をつけたい！可能性を見つけたい！

仕事のまなび場仕事のまなび場

「仕事のまなび場」とは？「仕事のまなび場」とは？

そんな神奈川県内の就きたい仕事が見つからない、自分に合った仕事を探している若者の方を対象に１日を楽しく、有意義に
すごしてもらい、その仕事の内容ややりがい、自分に合った仕事探しをお手伝いする講座を、一般社団法人 神奈川県専修学校
各種学校協会が主催、神奈川県・神奈川県教育委員会が共催し開催します。
期間は平成 27 年 11 月 7日～12 月 6日です。
神奈川県下の専修・各種学校が得意な分野の仕事の講座を開催しています。どの講座も皆さんの可能性を拡げてくれる講座
ばかりです！是非ご参加下さい！

■　受講上の注意　■

お申し込みの際に下記の①～④をお知らせ頂けますよう、宜しくお願い致します。

※受講料は無料ですが、講座によっては教材費が必要となります。
※お問い合せなどは各実施校または一般社団法人 神奈川県専修学校各種学校協会（０４５ - ３１２ - ２２２１）にお問合せ下さい。

■　申込方法　■
受講を希望される方は各講座の実施日の１週間前までを目安に、直接それぞれの実施校に電話または FAX でお申し込み下さい。

一般社団法人 神奈川県専修学校各種学校協会

11/7( 土 )
10:00 ～ 16:00 5 名 無料

参加費定員実施校データプログラム名・講座内容開催日時

情報科学専門学校
ビジネス科

横浜市神奈川区鶴屋町 2-17
TEL　045-311-5562　FAX　045-311-5436
URL　http://isc.iwasaki.ac.jp/
担当　山田（やまだ）
JR・京急・東急・相鉄・市営地下鉄
横浜駅　徒歩 5分

笑顔で応対、接客・販売体験！

平成 27 年度　仕事のまなび場　若年無業者対象就職応援プログラム

横浜市旭区東希望が丘 128-4
TEL　045-367-1881　FAX　045-366-3633
URL　http://www.yse.ac.jp
担当　青木（あおき）

相鉄線　希望ヶ丘駅　徒歩 8分

横浜システム工学院専門学校
情報システム科Webプログラマの仕事を体験しよう！

11/28（土）
10:00 ～ 16:00

横須賀市若松町 2-31
TEL　046-823-1842　FAX　046-823-1836
URL　http://www.yamagaku.ac.jp
担当　今西（いまにし）

京浜急行線　横須賀中央駅　西口徒歩 1分

横須賀法律行政専門学校
法律行政学科総務・経理の仕事を体験

11/14( 土 )
10:00 ～ 16:30

横浜市南区中村町 5-315
TEL　045-261-0520　FAX　045-242-0522
URL　http://www.godai.gr.jp/techno/
担当　鈴木望（すずきのぞむ）
①横浜市営地下鉄　吉野町駅　徒歩 10 分
②京浜急行線　黄金町駅　徒歩 15 分

横浜テクノオート専門学校
自動車整備科

自動車整備士の仕事にチャレンジしよう！
11/7( 土 )

10:00 ～ 16:00

横浜市神奈川区鶴屋町 2-17
TEL　045-311-5562　FAX　045-311-5436
URL　http://isc.iwasaki.ac.jp/
担当　那須（なす）
JR・京急・東急・相鉄・市営地下鉄
横浜駅　徒歩 5分

無料5名

無料5名

無料5名

無料5名

情報科学専門学校
情報処理科・Web技術科

11/7( 土 )
10:00 ～ 16:00

最新技術を体験！Webプログラミング実習

販売業やサービス業の基本を実技を通して学ぶ事により、販売技術
を深めます。どのようなスキルが求められているのかをポイントを
絞って理解することができます。　　　　　　　　　　　　　　　
また、顧客心理を知る事により、顧客満足を理解して、更なる売り
上げ増加と自分のファンづくりを目指します。

普段使っている Web サイトのしくみや様々な技術を知ることがで
きます。実際にWeb サーバを設定し、ネットショップのWeb プロ
グラムがどのように動作しているかを体験します。　　　　　　　 
また、それぞれに必要な技術を実際に現場で使用されているツール
を使用し今、Web 制作の現場で何が必要とされているかを知るこ
とで、Webに関わる様々なシゴトの理解を深めます。

自動車整備の基礎実習を体験することで、整備の作業内容を理解す
ることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　         
自動車業界・整備士資格・就職なども学習致します。

次の項目について、演習を通して総務・経理の仕事内容を理解する
ことができます。
1. 総務と経理の仕事
2. 労働法とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3. 労務管理とは
4. 社会保険制度と納税 
※電卓を持参してください  

Web サイトなどで広く利用されている GoogleMap は、検索して近
くの地図を表示するだけでなく、様々な機能をもっています。　　
GoogleMap を使ったプログラミングを通じて「Web」「プログラミ
ング」の仕事がどんなものか、体験できます。さらに Web ページ
/Web サイトを作るために必要な技術を知り、Web に関わる仕事の
イメージをつかみます。
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一般社団法人　神奈川県専修学校各種学校協会

共催 : 神奈川県、神奈川県教育委員会

〒２２１ - ０８３５　横浜市神奈川区鶴屋町２-２１-１ ダイヤビル５階
TEL : ０４５-３１２-２２２１（代表）　FAX :  ０４５ - ３１２ -  ５６９７
URL : http://www.senkaku.or.jp　E-mail : office@senkaku.or.jp

11 月

  12 月開
催！

11月

  12 月開
催！

平成 27 年度　開催講座のご案内平成 27年度　開催講座のご案内

仕事のまなび場仕事のまなび場仕事のまなび場

※お問い合わせ、お申込みは直接講座開設校にお願いいたします。

12/2( 水）
10:00 ～ 15:00 5 名 無料

参加費定員実施校データプログラム名・講座内容開催日時

湘南医療福祉専門学校
東洋療法科

横浜市戸塚区川上町 84-1
TEL　045-820-1329　FAX　045-820-1357
URL　http://www.smw.ac.jp
担当　萩原（はぎわら）

JR 横須賀線　東戸塚駅西口　徒歩 2分

はり・きゅう・マッサージ師の仕事を体験しよう♪

横浜市神奈川区西神奈川 1-19-2
TEL　045-317-9535　FAX　045-317-9536
URL　http://www.sanko.ac.jp/yokohama-sports/
担当　長壁（おさかべ）
JR 線東神奈川駅徒歩 3分　
京急線仲木戸駅徒歩 5分
東急東横線東白楽駅徒歩 5分

横浜リゾート＆スポーツ専門学校
アスレティックトレーナー科・スポーツトレーナー科身体の仕組みを理解した上での

トレーニング方法とテーピング

綾瀬市小園 1424-４
TEL　0467-77-1234　FAX　0467-79-1545
URL　http://www.sho-oh.ac.jp
担当　山林（やまばやし）

JR 線・相模鉄道線・小田急線　海老名駅

湘央生命科学技術専門学校
応用生物科学科　動物看護コースわんちゃんの健康チェックと体のお手入れを体験

12/6( 日 )
10:00 ～ 16:00

12/5( 土 )
13:00 ～ 17:00

綾瀬市小園 1424-４
TEL　0467-77-1234　FAX　0467-79-1545
URL　http://www.sho-oh.ac.jp
担当　山林（やまばやし）

JR 線・相模鉄道線・小田急線　海老名駅

湘央生命科学技術専門学校
応用生物科学科　バイオコース体験！！バイオテクノロジー

12/5( 土 )
13:00 ～ 17:00

横浜市港北区新横浜 2-4-10
TEL　045-474-2311　FAX　045-474-2320
URL　http://iscs.iwasaki.ac.jp
担当　筧（かけひ）
JR 横浜線  新横浜駅　徒歩 3分
市営地下鉄  新横浜駅  徒歩 1分

無料5名

無料5名

無料5名

無料5名

横浜医療情報専門学校
医療事務科

12/5( 土 )
10:00 ～ 16:00

医療事務の仕事を知ろう！

普段知ることの出来ない、東洋医学の世界に足を踏み込んでくださ
い。はりや灸などの体験を通し、新たな自分を発見できるかも！？                                                                               
日常で使えるマッサージの極意も教えちゃいます。　　　　　　　
※筆記用具、運動が出来る服装（ジャージ・体操着）

病院の窓口で「病院の顔」として活躍する医療事務の仕事を体験で
きます。今回は、診療報酬請求について学びます。
・医療保険制度の仕組みについて学習します。　　　　　　　　　
・点数計算（診療報酬請求）について学習します。
・平易なレセプト（診療報酬明細書）を手書きで作成してみます。

バイオテクノロジーと深く関わりのある DNA や酵素の性質を簡単
な実験を通して理解していただくとともに、研究補助職・技術職で
必要とされる技術を少し体験していただきます。　　　　　　　                                                  
それらを通して、技術者はどんな仕事をするのか、技術者と研究者
の違いなどを理解していただきます。

動物病院で行われる業務として、動物の「健康診断」があります。
人の言葉を理解できない動物に対して、どのような注意をおきなが
ら、どのようにすすめていくのか体験していただきます。　　　　
また、わんちゃんの身だしなみであるグルーミングなど、獣医療と
関係ないと思う分野も体験していただくことで「健康管理」に関し
て総合的な視野を持つことができると考えております。

アスリートに対しての運動サポート、スポーツトレーナー、スポー
ツインストラクターにとって最も代表的な業務内容である「テーピ
ング」「ストレッチ」「マシントレーニング」について実践を交えて、
その正しい方法と効果について学びます。　　　　　　　　　　　
※運動のできるような服装、ならびにインシューズをご持参下さい
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