
魅力発信フェア2019

山口県県内進学・仕事魅力発信フェア実行委員会 【（一社）山口県専修学校各種学校協会  山口県私立大学協会  大学リーグやまぐち  山口県総務部学事文書課  山口県教育庁高校教育課】

10：00～15：00
会場　維新百年記念公園 スポーツ文化センター2.14 thu

理想の自分にピッタリの学校、やりたい仕事を

◆進路相談コーナー
仕事に就くための進路や
必要な資格・免許等に
ついての相談が出来ます。

①資格・免許相談
②進学先学校等相談

◆学校魅力発信ステージ
大学・専修学校・各種学校の魅力を高校生へプレゼンテーション！

5校

●10:30～ 山口県理容美容専門学校
●10:55～ 下関福祉専門学校

学校紹介

笑顔あふれる専門学校

●11:20～ 下関文化産業専門学校 あなたらしさを耀かせる!下関文化産業専門学校

●13:00～ 徳山大学 徳大でトクダイの夢を実現しよう!!

●13:25～ 至誠館大学 学生による大学紹介

◆仕事体験
　 コーナー

仕事の内容を実際に体験し、
イメージや適正を肌で感じよう！

4体験

イラストレーター

徳山大学1

理学療法体験

下関看護リハビリテーション学校3

①保育者（幼稚園教諭・保育士）
②栄養士

宇部フロンティア大学短期大学部2

◆学校案内コーナー
県内大学、専修学校・各種学校紹介及び入学相談を実施します。

37校

山口コアカレッジ
山口コ・メディカル学院
山口県理容美容専門学校
下関看護リハビリテーション学校
専門学校YICリハビリテーション大学校
YIC看護福祉専門学校
YICキャリアデザイン専門学校
YIC公務員専門学校
山口調理製菓専門学校
岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門学校
YICビジネスアート専門学校
YICビューティモード専門学校
YIC保育＆ビジネス専門学校

下関福祉専門学校
下関文化産業専門学校
下関短期大学
山口短期大学
岩国短期大学
宇部フロンティア大学
宇部フロンティア大学短期大学部
至誠館大学
東亜大学
徳山大学
梅光学院大学
山口芸術短期大学
山口学芸大学

周防大島町立大島看護専門学校
山口県立萩看護学校
山口県立農業大学校
水産大学校
山口県立大学
下関市立大学
山陽小野田市立山口東京理科大学
山口大学
放送大学山口学習センター
山口県立東部高等産業技術学校
山口県立西部高等産業技術学校
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◆学校体験コーナー 大学・短大・専修学校・各種学校の講義や実習などを各ブースで体験しよう！32体験

梅光学院大学

①「使える外国語」を体験しよう～英語～
②「使える外国語」を体験しよう～韓国語～

14

18
①最新機器をもちいた体力測定
②指人形づくり
③K-POPを歌って韓国語に親しもう。

至誠館大学

①美容技術体験(アップスタイル､ネイル､メイク)
②コラージュ体験、美術・デザイン系のお仕事
③心理学および教育・保育学ってどんなもの？

東亜大学16

宇部フロンティア大学

①身体を知ろう
②役立つ心理学が楽しく学べる

15

下関文化産業専門学校

①ワイワイソーイング（小物作り）
②和裁 小物作り

12

下関福祉専門学校

介護おもしろ”そだねー”

13

山口コ・メディカル学院

リハビリの仕事について

8

山口コアカレッジ

①医療ビジネス、ビジネス
②ＩＴ・マルチメディア

7

YICキャリアデザイン専門学校

①お菓子を使って処方せんを理解しよう
②イラスト・マンガ・写真体験

5

YICビューティモード専門学校

ワインディング体験（国家試験課題）

6

専門学校YICリハビリテーション大学校

リハビリの仕事（理学療法・作業療法）

4

下関看護リハビリテーション学校

看護学科模擬授業体験

3

山口県理容美容専門学校

学校授業体験

2

山口短期大学

保育者のための造形あそび＆音あそび

1

YIC看護福祉専門学校

看護・介護の授業体験

10

YIC保育＆ビジネス専門学校

保育士体験

11
徳山大学

①EQトレーニング
②イノベーションで新製品開発
③まんが作画体験、作画指導
④握力・柔軟性等測定体験
⑤福祉について語ろう…。

17

YICビジネスアート専門学校

①・貴方の変顔、アニメキャラに真似させませんか？
　・インスタ映え！バレンタインフォトコンテスト！
　・Instagramグッズ!フォトプロップスを作ろう♪
②・かわいくデコレーション　苺の顔を作ろう
　・ワンちゃんリボンつけ体験

9
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企業紹介コーナー

パンフレット
コーナー

コンクリート製品の製造・販売・施工、リフォーム工事、環境関連

カワノ工業 株式会社（製造業/窯業・土石製品）7

自動車小売業  

トヨタカローラ山口 株式会社（卸売・小売業）20

水産練り製品製造業  

フジミツ株式会社（製造業）23

土木・建築・舗装、路面切削  

藤本工業（建設業）24

乗合運送業、旅行業、宅地建物取引業など  

防長交通 株式会社（旅客自動車運送事業）25

スーパーマーケット  

株式会社 丸久（卸売業・小売業）27

日産車の販売、中古車の販売、自動車整備、保険取扱い  

日産プリンス山口販売 株式会社（卸売・小売業）21

鶏肉、豚肉、牛肉、牛乳、鶏卵、無農薬野菜を生産し、冷凍食品など
の加工品製造

株式会社 秋川牧園（農業・食品製造）3

総合建設業

株式会社 AOI（建設業/とび、土光・環境）1

病院・介護老人保健施設・訪問介護ステーション

医療法人 愛の会（医療・福祉）2

電気設備工事

入交電設 株式会社（建設業）4

道路建設用資材販売及び工事、土木建設用資材販売、LPガス及び
関連機器卸小売、リフォーム、OA機器及び自社開発、ソフト販売、
携帯電話販売  

株式会社 三友（商社・建設業）13

原材料部門、構内作業部門、製造部門があり、鉄屑、ステンレス屑の
回収・運搬切断加工販売、日新製鋼内での製鋼原料の運搬作業、
電気炉への製鋼原料搬入作業、ステンレス製品の製造等

徳山興産 株式会社（製造業）19

特別養護老人ホームみとう悠々苑、特別養護老人ホームみとう悠々
苑おおだ園、みとう悠々苑短期入所生活介護、みとう悠々苑居宅介
護支援事業、みとう悠々苑ディサービスセンターの設置運営  

特別養護老人ホーム みとう悠々苑（医療・福祉業）26

総合建設事業、砕石、栗石類生産販売業、宅地建物取引業、産業 
廃棄物処理業、沿岸荷役事業 

住吉工業 株式会社（建設業）15

ホンダ車の販売・車検・点検・修理等メンテナンス全般、損害保険・
生命保険取扱代理業   

光東グループ（物品賃貸業/自動車小売業）9

総合建設業、運送業、車輌整備業、不動産業、ヘリコプター事業
(農薬散布)

高山産業 株式会社（建設業）16

海運・陸運・倉庫・港湾荷役・輸出入通関・船舶代理店・損害保険
代理店

徳山海陸運送 株式会社（運輸業）18

鉄筋工事、鋼材販売、建設副資材販売  

宮本工業 株式会社（建設業）29

石油類・化学品に関する卸売・小売、不動産に関する賃貸・売買、保
険代理業、書籍及びＣＤの販売及びレンタル事業

山口産業 株式会社（卸売業・小売業）30

日産、アウディ、ポルシェ、スズキの自動車販売・整備ＢＰ事業、   
各種保険取扱

山口日産自動車 株式会社（自動車小売業）31

銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営  
管理、ならびにそれに付帯する業務

株式会社 山口フィナンシャルグループ（金融・保険業）32

マツダ車を中心とする新車・中古車販売、車両整備、保険代理業務、
レンタカー業務、ボディ修復業務

山口マツダ 株式会社（自動車小売業）33

三菱社の新車・中古車販売、自動車の点検・整備・修理、自動車部品
の販売、保険代理業務、ＪＡＦ取扱業

山口三菱自動車販売 株式会社　萩三菱自動車販売 株式会社（自動車小売業）34

金属製品加工業、建築設計・鋼構造物工事、建築・土木一式工事、
太陽光発電事業

ヤマネ鉄工建設 株式会社（製造業）35

クレーンリース業、プラント等建設工事、橋梁架設工事、大型重量
品工事、物流業

株式会社 吉村（建設業）36

通信サービス及び通信機器の販売、飲食業、セキュリティ機器全般
の施工及び保守工事、ユーロコンパクトを中心とした自動車販売

株式会社 ミッドフォー（卸売業・小売業）28

建設業、産業用電気機器、冷暖房空調機器、住宅設備機器、
エレベータ等のシステム設計、施工、メンテナンス

近藤商事 株式会社（建設業）10

船舶用主配電盤･監視盤･集合始動器盤･分電盤･IBSコンソール･蓄電
池充放電盤･非常用配電盤･バラスト制御装置･浸水警報装置等

株式会社 中国電機サービス社（製造業）17

構内作業業務請負、各種金属製品の販売業、一般区域貨物自動車
運送業、自動車運送業、鉄道利用運送業、通関業

日新運輸工業 株式会社（製造業）22

鉄骨構造物、機械設備据付、配管工事、非破壊検査、設備診断、機
械加工、熱交換器、圧力容器製作、各種プラントメンテナンス工事等

株式会社 サンテック（建設業）12

車の買取、部品の国内・海外販売、使用済み自動車の解体、Web   
開発等

株式会社 シーパーツ（卸売業・小売業）14

有機化学工業薬品製造業

三新化学工業 株式会社（製造業）11

医療機器販売、医薬品販売、福祉機器販売、救命救急機材販売

海井医科器械 株式会社（卸売業・小売業）5

葬祭施行サービス、法要・仏事・販売営業

株式会社 大隅（サービス業）6

建設業専門工事業者（とび工事全般）機械器具据付業務、橋梁架設
業務、プラント内メンテナンス足場工事、一般建築工事での足場工事

有限会社 栗栖工業（建設業 とび職/仮設資材リース）8

◆企業紹介コーナー 県内企業等の職員から仕事の内容を直接聴こう！36社

◆仕事紹介コーナー 仕事のプロから、やりがいや楽しさ魅力など経験談を聴こう!56職種

行政書士は身近なお困りごとの解決人♪誰かの役に立ちたい方にピッタリのお仕事です！行政書士

働き方改革による労働環境整備や障害者、高齢者等の多様な働き手の参画を目標に、   
雇用・労働対策を進めています。

労働基準監督官
ハローワーク職員

様々な専門業者の施工技術を集結し、構造物を造り上げる仕事です。人々が安心して暮ら
す社会、より安全に暮らせる将来の一端を担う。それが建設業です。建設業(土木・建築工事) 県民誰もがはつらつと暮らせる「活力みなぎる山口県」の実現を目指し、新たな県づくりに

挑戦しています。地方公務員

保育者の仕事は、未来を創る仕事です。現場で活躍する保育士と幼稚園教諭が、保育に   
役立つ折り紙などの技術を伝授します。幼稚園教諭・保育士

カウンセラーの仕事とは・・悩みを抱えた相手に向き合い、寄り添い解決に向けて支援して
いくことです。カウンセラー

牛・豚・鶏等の家畜・家禽を育て、食肉・牛肉・卵等の畜産物を生産し、消費者に届けま
す。命の大切さを実感出来る仕事です。畜産

山口県では「漁業の担い手支援日本一」を掲げ、日本トップクラスの支援制度があります。三
方が海に囲まれた山口の漁業について知っていただければと思います。漁業

飼い主さんの大切な家族を美容面・健康面でサポートする素敵な仕事です。動物好きで優
しい方が向いています。トリマー・動物看護師

一大イベントである結婚式をプロデュース
｢感動」「笑顔」「幸せ」をコーディネートするやりがいある職業ですウエディングプランナー

撮影の世界は楽しいですよ｡
日々さまざまな変化に富んだカメラマンの仕事をご紹介致します｡カメラマン

とび職とは、高所で重量物を扱う作業や、他職種の方が様々な作業を行うための足場の
設置などを行います。
工事現場は「とびに始まり､とびに終わる」とも言われ、重要な役割を担っています。

とび職

警察、消防、道路や公園など私たちの安全で豊かな生活は国民の税金によって成り立ってい
ます。国の財政を支える税のスペシャリストとして国税局や税務署で内国税の賦課・徴収 
業務を行います。

税務職員

地域に密着したニュース制作やイベントの実施。若手社員が多く、エネルギッシュな勢い  
溢れる会社です。個性を尊重した自由な社風のもと、お互い切磋琢磨しながら柔らかな  
発想を大切にし、新しいチャレンジを続けていきます｡

マスコミ

将来､自営業を目指し､豊かな暮らしを望んでおられる学生の皆さんは､是非土地家屋調査士
ブ－スにお立ち寄りください｡我々の業務には、学歴・年齢・男女等の制限はなく､若い皆   
さんが活躍できる環境が整っています｡学生諸君！目指せ自営業！目指せ土地家屋調査士！

土地家屋調査士

建築物の設計及び工事監理を行う仕事です。建築士
建築物の新築や増改築、リフォームetc。大工

建設業の中の鉄筋業を担っています。鉄筋工

電気の発電、送電、販売およびこれに関する業務電気業（電気・土木）

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校教諭、養護教諭、栄養教諭。教諭（小・中・高）

きものを縫う仕事です。技術を身につければ、一生続けられる仕事です。和裁士

野菜や水稲・果樹等の栽培に興味ある人、ぜひ、来てください！待っています。農業

森林整備、木材生産、木材加工、森林経営林業

フラワーアレジメント制作、各種会場装飾、フラワーデザイン教室運営フラワー装飾

本の貸出・返却や、調べ物のお手伝いなどを行う仕事です。司書（図書館）

テレビＣＭ、ラジオＣＭ、チラシ制作、イベントの企画・実施など様々な業務があります。広告代理店

弁護士は､法律を使って､不当な扱いを受けている方の権利や利益を守る仕事をしています｡弁護士

労働•雇用に関する手続き､年金の相談などの専門家が社会保険労務士(国家資格)です｡社会保険労務士
一般事務は､書類作成､ファイリング､電話応対等オフィス内の事務の全般を行う仕事です｡一般事務

自動車整備業｡自動車のメンテナンスに従事する自動車整備士国家試験に合格した者である｡自動車整備士
自動車の鈑金、塗装等を行う仕事です。自動車車体整備士

1 建築・土木関係 6 公務員関係

7 教育関係

8 農業・畜産・林業・漁業関係

9 動物関係

10 ホテル関係

5 機械生産・整備関係

2 電気関係

3 マスコミ関係

4 事務関係

11 美容・ファッション関係

カイロプラクティックはアメリカでは医師、アメリカの短期留学もできます。生涯に渡る職
業フォロー体制も万全です。カイロプラクター

看護は人とふれあい、喜びややりがいを感じることが出来る仕事です。あなたの未来の   
仕事にしてみませんか！保健師・助産師・看護師

医療の現場で検査結果を正しく導き出すプロ！
～採血・心電図やエコー検査など病院の各所で活躍する職業！～ 臨床検査技師

作業療法は、仕事、遊びなど日常生活の中での活動（作業）をとおして、こころとからだを
元気にするリハビリテーションです。 作業療法士

「話す、聞く、食べる、の専門家」。子ども～お年寄りまで、障害を持っても豊かな生活を送
れるよう支援していく仕事です。 言語聴覚士

歯科医師の指導のもとに、歯および口腔疾患の予防のために歯石除去や薬物塗布を行
い、また、歯科診療の補助、介助する仕事です。 歯科衛生士

私たちの体は私たちが食べた物でできています。栄養と食を通して、毎日を元気に健康にで
きる仕事です。管理栄養士・栄養士

医療機関で働く事務職で、専門知識が必要です。患者様に安心感や信頼感を与えるため、
高い接遇能力が必要とされます。医療事務

住民の生命、身体及び財産を災害から守るために火災等の防御・鎮圧、火災予防、救助、
救急に関する業務等を行います。消防士・救急救命士

海上において人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧して
います。海上保安官

歯科医師の指示に従い、「さし歯」や「入れ歯」などの歯科技工物を製作。歯科技工士

自衛隊員は「平和を仕事にする」を胸に、誇りをもって社会に貢献することができます。自衛官

アロマセラピストの仕事は、癒しという分野だけではなく、看護や介護の現場にも導入さ
れ始めています。アロマセラピスト

1997年に誕生した国家資格です。多様な機関・職種との連携や協働をもとに精神障害の
ある人々の生活の支援を行います。精神保健福祉士

福祉、介護の職場で働く、介護福祉士、社会福祉等の仕事内容、資格取得の説明介護福祉士・社会福祉士
・ケアマネージャー

警察の仕事は、志高く誇りの持てる仕事です。県民を犯罪や危険から守り、平和な社会を
実現することが警察の使命です。一人一人の警察官が「大切な人」「大切なまち」を守るた
め誇りを持って仕事に取り組んでいます。

警察官

12 福祉関係

13 保健医療関係

14 保安関係


