平成29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
開催日時

プログラム名
はり・きゅう・マッサージ師の仕事を体験しよう♪

10/25(水） 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
10:00～15:00 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）
昼食はご持参ください。（当校の売店または近くにコンビニもあります）

総務・経理の仕事を体験

実施校データ
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 藤原（ふじわら）
JR横須賀線 東戸塚駅西口 徒歩2分

美容に関わる仕事を体験してみませんか
11/11(土)
10:00～16:00 ネイルケアと簡単ネイルアートを覚えよう！

ネイルのノウハウを知って、自身の爪をキレイにする技
術を学びながら、体験しよう。

お店のホームページを作ってみよう！
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横浜テクノオート専門学校
自動車整備科

横浜市南区中村町5-315
10/28(土）
TEL 045-261-0520 FAX 045-242-0522
13:00～17:00 自動車整備の基礎実習を体験することで、整備の作業 URL http://www.godai.gr.jp/techno/

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。

5名

横須賀法律行政専門学校
法律行政学科

10/28(土） 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 横須賀市若松町2-31
TEL 046-823-1842 FAX 046-823-1836
10:00～16:00 解することができます。
URL http://www.yamagaku.ac.jp
1. 総務と経理の仕事
2. 労働法とは
担当 今西（いまにし）
3. 労務管理とは
4. 社会保険制度と納税
京浜急行線 横須賀中央駅 西口徒歩1分
※電卓を持参してください

自動車整備士の仕事にチャレンジしよう！

定員 参加費

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

鎌倉早見美容芸術専門学校
美容学科
鎌倉市小町1-2-16
TEL 0467-22-3340 FAX 0467-25-3289
URL http://www.hayami.ac.jp/
担当 葉山（はやま）
JR横須賀線・江ノ島電鉄線 鎌倉駅東口
徒歩1分

横浜システム工学院専門学校
情報システム科

インターネットの活用が当たり前になった今、お店のホームページは、

11/11(土) なくてはならない存在です。
横浜市旭区東希望が丘128-4
10:00～15:30 専門的なスキルを使用せずに直感的にホームページを作成するツー TEL 045-367-1881 FAX 045-366-3633
ルがポピュラーになってきています。その1つとして有名な「WiX」という URL http://www.yse.ac.jp/
無料ホームページ作成ツールを使用して、数時間でできる簡単なホー 担当 冨永（とみなが）
ムページを作成してみます。
相鉄線 希望ヶ丘駅 徒歩8分
※メールアドレスをご用意ください

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

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・
健康スポーツ科・スポーツ保育科

アスリートに対しての運動サポート、スポーツトレー

11/12(日） 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 横浜市神奈川区西神奈川1-19-2
TEL 045-317-9535 FAX 045-317-9536
10:00～15:00
務内容である「テーピング」「ストレッチ」「マシントレーニ URL http://www.sanko.ac.jp/yokohama-sports/

ング」について実践を交えて、その正しい方法と効果に 担当 佐藤（さとう）
JR線東神奈川駅徒歩3分 京急線仲木戸駅徒
ついて学びます。
歩5分 東急東横線東白楽駅徒歩5分
※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

笑顔で応対、接客・販売体験！

情報科学専門学校
ビジネス科

11/18(土) 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 横浜市神奈川区鶴屋町2-17
TEL 045-311-5560 FAX 045-311-5436
10:00～16:00 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 URL http://isc.iwasaki.ac.jp/
をポイントを絞って理解する事ができます。
担当 山田（やまだ）
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 JR、京急、東急、相鉄、市営地下鉄横浜駅
売り上げ増加と自分のファンづくりを目指します。
徒歩5分

開催日時

プログラム名
最新技術を体験！Webプログラミング実習

実施校データ
情報科学専門学校
情報処理科、Web技術科

11/18土) 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
10:00～16:00 のように動作しているかを体験します。

横浜市神奈川区鶴屋町2-17
TEL 045-311-5560 FAX 045-311-5436
URL http://isc.iwasaki.ac.jp/
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 担当 那須（なす）
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、 JR、京急、東急、相鉄、市営地下鉄横浜駅
Webに関わる様々なシゴトの理解を深めます。
徒歩5分

色彩からひろがるコミュニケーション力
11/18(土) 人それぞれの色彩感覚の違いを楽しむことをきっかけ
11/25(土) に、自分や相手の良さを見つけていける感性を育てま
10:00～16:00 す。

印象のよい人との接し方、コミュニケーション力を高めて
いきます。
※1日だけの受講も可能です。

医療事務の仕事を知ろう

定員 参加費
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鎌倉早見美容芸術専門学校
美容学科
鎌倉市小町1-2-16
TEL 0467-22-3340 FAX 0467-25-3289
URL http://www.hayami.ac.jp/
担当 葉山（はやま）
JR横須賀線・江ノ島電鉄線 鎌倉駅
徒歩1分

横浜医療秘書歯科助手専門学校
医療事務科・医療秘書科・診療情報管理士科・
くすりアドバイザー科・歯科アシスタント科

11/18(土)
横浜市神奈川区西神奈川1-18-3
11/25(土) 医療費の算定の基礎や患者対応の基本を学び、医療従事者 TEL 045-402-9878 FAX 045-402-9988
URL http://www.sanko.ac.jp/yokohama-med/
10:00～15:00 として働く基本を知る。
担当 南雲（なぐも）
基本的なビジネスマナーを通して、患者様対応を学びます。 京急線仲木戸駅
JR線 東神奈川駅
東急東横線 東白楽駅

一生使える医療事務の仕事体験
12/2(土) 病院の窓口で活躍する医療事務の仕事を体験できます。
10:00～16:00 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。

体験！！バイオテクノロジー

横浜医療情報専門学校
医療事務科
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

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

12/9(土) 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 綾瀬市小園1424-４
13:00～17:00 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 TEL 0467-77-1234 FAX 0467-79-1545
れる技術を少し体験していただきます。
URL http://www.sho-oh.ac.jp
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 担当 山林（やまばやし）
違いなどを理解していただきます。
JR線・相模鉄道線・小田急線 海老名駅

体験！！動物看護師 ～わんちゃんの健康チェック～

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

12/9(土) 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
13:00～17:00 ら、どのようにすすめていくのか体験していただきます。

綾瀬市小園1424-４
TEL 0467-77-1234 FAX 0467-79-1545
URL http://www.sho-oh.ac.jp
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
担当 山林（やまばやし）
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
JR線・相模鉄道線・小田急線 海老名駅
な視野を持つことができると考えております。

※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。

（一社）神奈川県専修学校各種学校協会

