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（人）
所要
時分 内　　　　容 対象学年 開催日（12月末迄） 実施校

工
　
　
業

放射線ってなんだろう？ 30 45～ 
90分

身のまわりにあるものを利用しながら「放射線」の特性を学
ぶ。

小学4年生以上 
中学生

下記日程の午後対応可能 
10月10日、17日 
11月7日、21日

WiZ国際情報工科
自動車大学校

太陽の光で電気を作ってみよう！ 10 60分 太陽光学習キット等を使用し「太陽光発電」の仕組みを学
ぶ。

小学4年生以上 
中学生

9月4日PM、9月7日PM 
10月2日を除く火曜PM

ミニ四駆で自動車を学んでみよう。 10 80分 ミニ四駆を利用し基本的な自動車の構造や電気自動車の仕
組みを学ぶ。

小学4年生以上 
中学生 12月17日、18日、19日

建築模型を作って
建築の仕事を体験しよう 10 60～ 

90分
建築模型を作りながら、建築設計の仕事を体験します。 

（カッターと定規を使用してパーツを切り出します。） 
建築図面の種類や見方、建築の仕事を説明します。

小学4年生以上 
中学生 12月17日、18日、19日

ゲームプログラミング体験 20 60分 プログラムを入力することでゲームがどのように作られるの
かを体験する。 小学5年生以上 12月17日、18日、19日

ドローン操縦体験 10 60分 ドローンシミュレータを使用しドローンの操作を学びます。 
上達したらミニドローンで実際に飛行体験します。 小学5年生以上 12月17日、18日、19日

Webプログラミング体験 
～動くホームページを作ろう～ 15 60分 ホームページにプログラムを入力して、絵を自由に動かして

みよう。 小学5年生以上 12月17日、18日

自動車の「しくみ」と「しごと」 
【自動車と電気の実験】 
～電気を作って、

自動車を走らせよう！～
40 90分

自動車に関することを〇×クイズなどで学びます。 
手回し発電機と電気自動車のキットを使って 
①電気をつくる　②電気をためる　③ためた電気を使う 
を実験しながら学びます。

小学4～6年生
9月19日、26日 
10月10日、17日、31日 
11月7日、21日 
12月5日、12日

福島県理工専門学校

衛
　
　
生

パティシエのおしごと 30 60～ 
90分 ケーキ作りデモンストレーションと簡単な体験 小学生 

（全学年）
9月28日 
10月4日 
11月15日、19日、22日

日本調理技術専門学校

シェフのおしごと 30 60～ 
90分 調理デモンストレーションと試食 小学生～中学生 

（全学年）
9月25日～28日 
10月2日、3日、4日、12日、
19日、26日、30日、31日

美容体験 30 45～ 
90分

パーマ・ネイル・ヘアアレンジ・傷メイクの中から体験し、美容
の仕事について理解を深めます。 小学5年生以上

10月10日、29日、31日 
11月21日以外の平日は可能

（相談の上決定）
郡山ヘアメイクカレッジ

お菓子作り体験 20 90分 季節のフルーツを使ったデコレーションケーキを作ってみよ
う！ 小学3～6年生 10月15日AM

10月18日AM、11月5日AM
国際ビューティファッ
ション・製菓大学校

医
　
　
療

ケガ（ねんざ）をした時の応急手当て 
（柔道整復関係） 20 45～

50分
体育や部活動中に発生するケガのひとつに「ねんざ」があり
ます。ねんざをした直後の手当てから、テーピング固定まで
を体験し、柔道整復師の職業について理解を深めます。

中学1～3年生 月曜日～金曜日の午後 
（火曜日は除く）

郡山健康科学専門学校
もし片 手 が 動 か なくなったら？ 

（作業療法関係） 30
45～
90分 

（要相談）

事故や病気で片手が動かなくなったら？片手での生活の困
難を一緒に考えながら、自助具（生活を助ける道具）の活用
や片手でも楽しめる活動を体験し、作業療法士の職業につ
いて理解を深めます。

小学1年生～
中学3年生

月曜日～金曜日 
（火曜日は除く）

障がいのある人の役に立つ仕事 
（理学療法関係） 30 90～

100分

力が全く入らないヒトを寝返らせたり、乗り移りさせたりす
る方法や、簡単なからだの検査と筋肉を一瞬で柔らかくする
方法、また、いろいろな道具を使用した練習方法を体験し、
理学療法士の職業について理解を深めます。

小学4年生～
中学3年生

月曜日～金曜日 
（火曜日は除く）

教
育
社
会
福
祉

楽しいリズムダンスと表現遊び 
（保育分野） 30 45～

50分
楽しいリズムダンスで軽やかに身体を動かし、表現遊びを通
して、保育士の職業について理解を深めます。 小学4～6年生 水曜日

郡山健康科学専門学校車いす体験   
～乗ってみよう、さわってみよう～

（介護福祉関係）
30 45～

50分
車いすの乗り心地や操作方法を体験し、乗っている人の気
持ちを考えながら、介護福祉士の職業について理解を深め
ます。

小学4～6年生 月曜日～金曜日の午後 
（火曜日は除く）

保育士になってみよう 30 45～
50分

赤ちゃんのお世話の仕方や、絵本の読み聞かせ、エプロンシ
アターを体験してみよう。

小学生～中学生 
（全学年） 個別に相談の上で決定

JO-BI国際ビジネス
公務員大学校

介護ってなんだろう？ 
～介護する側、介護される側の

体験をしてみよう～
30 45分

介護する側、介護される側の体験します。障がいがあること
でどのようなことに不都合があるかなどを体験し、障がいが
ある人との関わり方や介護の役割について学びます。

小学校～中学校
（全学年） 9月～12月 福島介護福祉専門学校

商
業
実
務

人に歴史あり。世界にひとつだけの
「プチ自分史」を作ってみよう！ 45 60分

過去と他人は、、、。キャリアカウンセラーのアドバイスにより
自分の過去を振り返り、もっと自分を好きになるような、そし
て思い出に残るような「プチ自分史」を作成します！

小学3年生 
～中学生 開催日時は相談の上決定

ケイセンビジネス
公務員カレッジ「未来マップ」で自分の未来を

のぞいてみよう！ 45 90分
キャリアカウンセラーのアドバイスにより、なりたい職業をイ
メージしてから、文字や絵を使ってスケッチブックに自分自
身の「未来マップ」を作ります。

小学3年生 
～中学生 開催日時は相談の上決定

服
　
　
飾

日本の伝統「十二単」を学ぶ 30 60～
90分

平安時代衣装十二単について、クイズを交えながら楽しく学
びましょう。（実物鑑賞あり）

小学4年生 
～中学生 9月～12月の火曜日

今泉女子専門学校
おしゃれなカルトナージュ 30 60～

90分
大切なものを入れたり、プレゼントにしたり、可愛い布箱（カ
ルトナージュ）を作りましょう。

小学4年生 
～中学生 9月～12月の水曜日

毛糸のアニマルマスコット 20 60～
90分

毛糸とフェルトを組み合わせて、可愛いアニマルマスコット
を作りませんか。

小学4年生 
～中学生 9月～12月の水曜日

ファッションのしごと 30 60～
90分

色々なファッションのしごとを映像も交えて楽しく学びま
しょう。（ファッションショーDVD鑑賞あり）

小学4年生 
～中学生 9月～12月の水曜日

文
化
教
養

みんなで楽しくものづくり
レジンアクセサリーストラップ作り 30 60～

90分
透明なレジン樹脂を使って、アクセサリーストラップを作成
します。 小学2～6年生 開催日は相談の上決定 磐城高等芸術商科

総合学園みんなで楽しくものづくり
切り絵色紙作成 30 45～

60分
黒い紙を切り抜き、切り抜いた所に色紙を貼ったり、色を
塗ったりして、色紙（しきし）を作ります。 小学2～6年生 開催日は相談の上決定

イラストレーターのお仕事を体験して
みよう

10
（要相談） 90分

プロのイラストレーターが使う道具「コピック」を使って着
色を体験。イラストを完成させよう。

（学年により、実施内容を相談させて頂きます）
小学生～中学生 

（全学年） 開催日は相談の上決定
国際アート＆
デザイン大学校

声優のお仕事を体験してみよう 10
（要相談） 90分

それぞれの役になりきって、声で演じてみよう！
アフレコや演技を体験してみよう。

（学年により、実施内容を相談させて頂きます）
小学生～中学生 

（全学年）
12月11日PM、12日PM、
13日PM

職業体験出前講座一覧

お申し込み方法・注意事項
 申込書は福島県専各連ホームページ（http://www.fukushima-senkaku.or.jp/）からダウンロードできます。 
 申込書に必要事項をご記入頂き、メールにてお申込み下さい。当連合会で調整後「出講確認書」をメール致します。
 各講座、開催数に限りがございますので、ご希望の講座は早めにお申込み下さい。
 ご希望日時につきましては、日程調整させていただく場合があります。
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