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かがわ
専修学校
各種学校フェア

かがわ
専修学校
各種学校フェア

オーナメントで飾られた

本物のオリーブの木に

【将来の自分の夢】を

書いたカードを飾ろう！

見る 専修学校の在校生による
トークライブ＆
プレゼンテーション

地元で活躍する卒業生に
お仕事の話を聞こう
トーク・カフェ

憧れの職業がみつかる！
職業体験ブース

働くことを考えてみよう！
・マネーコネクション®
・モバイルコネクション

LET‛S HANG FESTIVE

CARDS FROM OLIVE TREES!!

聞く

触れる 知る

専修学校で楽しく学ぶ先輩たちの学生
生活や夢について話が聞ける！

今、働いている職場での体験談や学生
時代のことをどんどん質問しよう！

色々な分野の職業を実際に体験して、
自分の進路や将来の夢をみつけよう！

「働くこと」「お金のこと」「生活のこと」
グループワークを通して、皆で考えてみよう。

Dream Olive
【ドリーム・オリー

ブ】

「香川県の専修学校・各種学校」であなたの夢を実現！

職業
体験
イベント

主催：香川県　共催：一般社団法人 香川県専修学校各種学校連合会　後援：香川県教育委員会、香川県私立中学高等学校連合会

ＴＥＬ.06-6399-0888（代）
かがわ専修学校各種学校フェア運営事務局チャーターバス

お申し込み
・

お問合せ先 （株式会社日本ドリコム 関西支社 内）

アクセス

学校 から 会場 まで
無料専用
チャーターバス
で行こう！
※時間、乗車人数、お申込日によって
　手配できない場合がございます。
※学校都合によりご用意できない場合もありますので、
　進路・担任の先生にご相談ください。

会場にて実施するアンケートの個人情報につきましてはパンフレットの発送、参加者の集計のみに利用し、
法令に基づく場合など、正当な理由がある場合を除き第三者に開示提供いたしません。

楽しみながら「将来のコト」「進路のコト」を考えよう♪

中学生
高校生

限定

12/17
12:00～16:00

高松シンボルタワー
展示場・デックスガレリア　ほか

2017年

日

入場無料・入退場自由

「JR高松」駅から徒歩約3分。
「ことでん高松築港」駅から徒歩約5分。玉藻公園
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12:15～

働くことを考えてみよう！

穴吹医療大学校

専門学校穴吹工科カレッジ

専門学校穴吹コンピュータカレッジ

・モバイルコネクション

「一人暮らしに必要なお金ってどの
くらいかかるの？」生活スタイル、
働き方、収入をシミュレーション
しながら、楽しく「お金・働くこと・
生活・自分の価値」を考えてみよう！

みんなが良く知る「ケータイ」
それに関わる職業を話し合いながら、
身近なモノから出会う「仕事（職業）」
と「社会」についてグループで一緒に
考えてみよう！

生命兆候のひとつ「血圧」を
機器を使って測定してみよう

歯科機器を使って
ピカピカ歯磨き体験！

カ ード で 医 療 費 計 算
～領収書のしくみを知ろう～

車・バイクが好きなら自動車整備士！車を使って整備士体験

VR（バーチャルリアリティ）ゲームを体験してみよう

自分だけのオリジナルグッズ！パソコンを使ったものづくりに挑戦

こどもたちに大人気！日本の伝承遊び～折り紙・あやとりに挑戦

ホテルマンになりきって、ホテルレストランサービスを体験しよう

共に走り、思いをつなぐ実行隊

体験内容 学　校　名知らないお仕事にもチャレンジして興味の幅を広げよう♪

専修学校の在校生による

予約不要・当日参
加OK職業体験ブース職業体験ブース

専門学校穴吹デザインカレッジ

吉田愛服飾専門学校

守里会看護福祉専門学校

クリスマスにピッタリ！ かわいい飾りを作ろう 四国学院大学専門学校

四国医療福祉専門学校

専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ

専門学校穴吹動物看護カレッジ

専門学校穴吹ビューティカレッジ

専門学校穴吹リハビリテーションカレッジ

香川県歯科医療専門学校

専修学校香川県美容学校

キッス調理技術専門学校

四国医療専門学校

専門学校穴吹ビジネスカレッジ

・マネーコネクション®

地元で活躍する
卒業生にお仕事の
話を聞こう！

トーク・カフェ
トークライブ＆
プレゼンテーション

香川県の専修学校・各種学校の
資料ももらえるよ！

〔各回10分〕 「世界で活躍できるIT技術者になりた
い！」私がデジタルなモノづくりの世界
に飛び込んだ理由。専門学校での数多
くの体験と学び、成長を語ります。

・穴吹医療大学校
・専門学校穴吹工科カレッジ
・専修学校香川県美容学校
・守里会看護福祉専門学校

・専門学校穴吹デザインカレッジ
・キッス調理技術専門学校
・四国医療福祉専門学校
・四国学院大学専門学校

専門学校
穴吹コンピュータカレッジ

①プレゼンテーション

和をテーマに学生がそれぞれのデザイ
ンで製作しました。試行錯誤しながらも
日々服作りに取り組んでいます。私達が
製作した服をショー形式でご覧下さい。

吉田愛服飾専門学校
②プレゼンテーション

13:15～④トークライブ

14:35～⑧トークライブ

ステージイベント

※時間・内容は変更になる場合がございます。

12:35～

即戦力となるために必要なスキルを学
んでいます。その知識が資格取得や実
際の現場で活かされています。目標達成
のために努力していることを語ります。

専門学校
穴吹ビジネスカレッジ

③プレゼンテーション

13:35～

ペットからも飼い主からも信頼され必要
とされるプロを目指して毎日知識と技
術を磨いています。私たちが目指す仕
事のやりがいをそれぞれ語ります。

専門学校
穴吹動物看護カレッジ

⑤プレゼンテーション

スポーツ選手を支えるために必要なス
トレッチ。からだを柔らかくしてケガの
予防をすると同時に、パフォーマンスの
UPも出来ることをご紹介します！

四国医療専門学校
⑥プレゼンテーション 13:55～

【好き】なこと、学べる楽しさと喜びがあ
ります！技術を磨き、笑顔と美しさ、カッ
コよさを身につけ、夢を叶えるため頑
張っていることを語ります！

専門学校
穴吹ビューティカレッジ

⑦プレゼンテーション

14:55～

「子ども大好き！」子どもと関わる仕事を
目指し、勉強中。保育現場で使える制
作、手あそびなど、学んだ技術を活か
し、ダンスをします！

専門学校
穴吹パティシエ福祉カレッジ

⑨プレゼンテーション

“周りの人を幸せにする”人の笑顔を支
える歯科医療。食べる、話す、呼吸する
口の健康を守るスペシャリストを養成
する歯科専の魅力について話します。

香川県歯科医療専門学校
⑩プレゼンテーション 15:15～

必見！医療機関での実習で学んだ「身
体の動き」についてのとても・とても
大切なこと発表します！

専門学校
穴吹リハビリテーションカレッジ

⑪プレゼンテーション

12:55～

14:15～

15:35～

未来の巨匠！コック服を着て
あこがれの自分になってみよう！

フライパンや中華鍋、プロの
道具を手にしてみよう！

フ ォ ト ジ ェ ニ ッ ク！
ラテアートでバリスタ体験！

ワインディングを体験しよう！
スタイリング体験・編み込みの

方法をGETしよう！

医療に少しでも興味があればOK！
本物の医療機器に触れてみよう

点字について楽しく学びながら、
オリジナル点字名刺作りに挑戦！

歯科用教材を使って、
自分だけの指型マグネットを作ろう！

白衣を着てお仕事体験
（お口の型取り・歯ブラシキャップ作成）

理学療法士体験
～あなたの手を軽くします！

作業療法士体験
～食事介助ロボットを使ってみよう

美容師体験！ 自分でできる
ヘアアレンジ技を教えてもらおう

メイク・ネイル・エステ
好きなメニューを選んで体験しよう！

動物看護師体験
～小動物のバイタルチェックに挑戦

トリマー体験～自宅でできる！
ワンちゃんのお手入れ方法を学ぼう

テーピング、マッサージなど
スポーツ選手を支えるお仕事体験！

トレーニングやストレッチなど
部活に使えるスキルを知ろう！

スポーツ選手を支える
医療職の役割を知ろう！

ミシンを使って
ティッシュケース制作！

毛糸でグルグルクリスマス
オーナメント制作！

オリジナルミニ
ピンクッション制作

憧れの職業がみつかる！憧れの職業がみつかる！
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