
魅力発信フェア2020

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 維新大晃アリーナ　2.14 fri

理想の自分にピッタリの学校、やりたい仕事を

◆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！

4校

● 11:20～  下関文化産業専門学校 ☆キラキラ☆コーディショー

● 10:55～  至誠館大学 大学紹介

● 12:10～  山口調理製菓専門学校 学校紹介

● 13:25～  徳山大学 徳山大学のココがすごい！

◆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

◆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

理容・美容の仕事体験
山口県理容美容専門学校1

保育の仕事
岩国短期大学2

栄養士
宇部フロンティア大学短期大学部3

漫画家・イラストレーター
徳山大学4

◆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。

34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公務員専門学校
山口調理製菓専門学校
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
下関福祉専門学校
下関文化産業専門学校

岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門学校
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

大島看護専門学校
萩看護学校
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
東部高等産業技術学校
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

下関文化産業専門学校

小物作り（和裁＋ファッション）

11

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

6

YIC看護福祉専門学校

医療と福祉を‶ちょこっと"体験してみよう

4

山口コ・メディカル学院

リハビリの仕事について

5

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）

3

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）

2

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

1

下関福祉専門学校

科学的な介護の模擬授業

12

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

13

至誠館大学

①最新機器を用いたスポーツ能力測定
②スクールソーシャルワーカーについて知ろう
③プラ板工作～韓国語で名前を書こう～

14

徳山大学

①EQトレーニングってなに？
②EQトレーニング体験
③T-SACってなんだろう

15

④ゼミって何だろう
⑤学生生活について

YICビジネスアート専門学校7

①・バーチャル・ジェットコースターで
　　脳がだまされる!? VR体験
　・WebAＲ(拡張現実)で動く3Dキャラクター体験
②・フォトプロップスを作ってインスタ写真を撮ろう
　・医療事務ウルトラクイズ
③・ウエディングケーキができるまで
　・ワンちゃんにリボンをつけよう

山口短期大学

保育者のための造形あそび＆音あそび

9

山口芸術短期大学8

①子ども理解･体験(乳幼児)
②表現あそび
③伝承あそび
④液晶タブレット･コピックで絵を描こう
⑤管楽器にふれてみよう
⑥DTM(デスクトップ・ミュージック)で音づくり

東亜大学

①美容技術体験　②コラージュ体験　③テーピング体験

10

アリーナ

入口

進路相談
コーナー

仕事体験コーナー

学校体験コーナー

パンフレット
コーナー

学校魅力発信ステージ

学校案内コーナー
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仕事紹介コーナー
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企業紹介コーナー

パンフレット
コーナー

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（医療業）1

土木・建築・舗装、路面切削

藤本工業 株式会社（総合工事業）25

清酒製造販売

旭酒造 株式会社（酒造販売業）2

土木工事業、舗装工事業、建築工事業、コンクリート補修事業

株式会社 井原組（建設業）4

自動車小売業

トヨタカローラ山口 株式会社（自動車小売業）21

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（自動車小売業・整備業）22

水産練り製品製造業

フジミツ 株式会社（食品製造業）24

電気､計装､通信･空調､環境設備の設計･施工､電子機器の開発･製造

株式会社 藤井電業社（電気設備工事業）23

ダイカストマシン、射出成形機、押出プレス、破砕機、粉砕機、クレ
ーン、コンベア、橋梁、鉄構、その他産業用機械の製造・販売・サー
ビス及びメンテナンス  

宇部興産機械 株式会社（産業機械製造）5

農業用機械の販売整備、農業用資材の提案・販売、農業用施設の
設計施工管理、生活関連商品の販売、コイン精米機、家庭菜園関
連農機の販売整備、農家に対する営農指導全般

株式会社 ヰセキ中国（卸売・小売業）3

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、みとう悠々苑デイサービスセンターの設置運営 

社会福祉法人 祐寿会 特別養護老人ホーム みとう悠々苑（介護）26

機械工具、鉄鋼材料、溶接機材、土木建設資材、物流荷役機器、電
設資材、水道機材、住宅建材機器、介護福祉機器、事務機材、家電
品、ギフト用品、リフォーム事業、給排水衛生設備、冷暖房空調設
備、冷凍冷蔵設備の設計施工および保守管理、その他建築設備お
よび管工事、機械器具設置工事  

豊田鋼機 株式会社（卸売業及び建設業）20

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・小売）27

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（山口産業グループ) 株式会社（卸売・小売）29

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）30

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（金融業）31

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（自動車ディーラー）32

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 東山口スズキ 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（金属製品加工業/超高層ビルの鉄骨を製作）35

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（電気機械器具工具）9

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（総合物流業）18

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、太陽光発電事業

住吉工業 株式会社（建設業）16

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）17中国地方で最大手の総合介護会社

サンキ・ウエルビィ 株式会社（福祉サービス）8

有機化学工業薬品製造業

三新化学工業 株式会社（製造業）10

宅配事業、店舗事業、共済事業、夕食宅配事業、福祉施設賃貸

生活協同組合 コープやまぐち（小売業）7

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/コンクリート二次製品の製造販売）6

鉄筋工事、鋼材販売、建設副資材販売

宮本工業 株式会社（鉄筋/建設業）28

建設コンサルタント、測量、地質調査、補償コンサルタント

株式会社 リクチコンサルタント（土木設計コンサルタント、地質調査、測量）33

手打ちうどんチェーン（どんどん）の経営

株式会社 スナダフーズ（飲食業）14

建設業

大栄建設 株式会社（建設業）15

各種イベントの企画･演出･運営､映像･音響・照明機器のレンタル､
映像･音響オペレーター派遣､映像・音響機器等の販売､映像・音響
機器の常設及び仮設工事､電気工事業､ホームページ制作、ミュー
ジック製作等  

株式会社 ストロベリーメディアアーツ（物品賃貸業）13

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）11

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・小売）12

◆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！35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!49職種

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)

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

法律を使って､権利･利益の実現を続けられている方を守り､社会をより良くしていく
仕事です｡弁護士

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

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

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

1 建設・建築・電気、インテリア関係 5 教育関係

6 農業・畜産・林業・漁業関係

8 動物関係

7 ホテル関係

2 機械生産・整備関係

最新のIT技術を利用して、企業向けのコンピューターシステムの提案、開発、運用の
仕事を紹介します。

情報通信

4 コンピュータ関係

3 事務関係

9 美容・ファッション関係

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

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！看護師・保健師・助産師

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

｢話す」｢聞く」｢食べる」ことに障害を持たれた方にリハビリを行う専門家です。
赤ちゃん～お年寄りまで、幅広く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、介助をする仕事です。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。
患者様に対して質の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

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

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

10 福祉関係

11 保健医療関係

12 保安関係

13 公務員関係

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

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｣をコーディネートします｡ウエディングプランナー

確かな技術があれば、一生続けられる仕事です。和裁士

IT会社のシステムエンジニアについて紹介します。システムエンジニア

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

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

自動車の鈑金、塗装等を行う仕事です。自動車車体整備士

電機の発電、送電、販売およびこれに関する業務。電気業（電気・土木）

建設業の中の鉄筋業を担っています。鉄筋工

建築物の新築や増改築、リフォームetc。大工

建築物の設計及び工事監理を行う仕事です。建築士

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。トリマー・動物看護師

福祉、介護の職場で働く、介護福祉士、社旗福祉等の仕事内容、資格取得の説明。介護福祉士･社会福祉士

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

フラワーアレンジメント制作、各種会場装飾、フラワーデザイン教室運営。フラワー装飾技能士

医療機関、様々な生活支援サービスなどで、精神障害者の生活問題や社会問題の解
決の援助を行います。精神保健福祉士

アロマセラピストの仕事は、癒しの分野だけでなく、医療やスポーツ業界にも導入さ
れています。

アロマセラピスト
スポーツアロマトレーナー

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

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）

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

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

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


