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明美文化服装専門学校
http://www.akemibunka.com

　7月29日（土）　　8月26日（土）
　9月　9日（土）　10月28日（土）
11月11日（土）　12月16日（土）
10:00～13:00予定

各日前日17:00まで 学校説明＆個別相談
・ファッションの勉強って、こんな感じ!!
ミニ授業体験＆可愛い小物作り
・ネコのぬいぐるみバサミ、ミニトートにデコパージュなど

中学3年生　男・女　20名
※保護者の方も、ぜひ参加して
下さい、歓迎します。

なし
※軽食が出ます。
※私服で可。

中学校で一括申込 無 料 電話	（052）682－4827
FAX	（052）671－3865
info@akemibunka.com

安城生活福祉高等専修学校
http://anjyo-sf.sakura-g.ac.jp

7月28日（金）・29日（土）
8月2日（水）・22日（火）・23日（水）
11月11日（土）・12日（日）
12月2日（土）・3日（日）・9日（土）・16日（土）
いずれも9:00～12:30

各開催日の前日15時まで。
（ただし、製菓・調理の体験は、2日前の
15時まで）

ファッション（ネイル、ポーチ作り、アクセサリー作り等）
保育（園児と一緒に工作、幼稚園で保育体験）
介護（高齢者施設で介護体験、車いす体験、点字体験など）
ランチ＆スイーツ体験（パスタやピタパン等と、クッキーやブッ
シュドノエルなど。）詳細は、体験入学要項を参照。

中学3年生　女子
多数の参加歓迎
※保護者の参加も歓迎します。
※製菓・調理は定員を設ける場
合があります。

上履き、筆記用具
※製菓・調理は、エプロン、三角
巾もしくはバンダナ。

中学校で一括申込 無 料 電話	（0566）76－4118
FAX	（0566）74－0862
info@sakura-g.ac.jp

大岡学園ファッション文化専門学校
http://o-okagakuen.candypop.jp

7月22・29日（土）
8月4・25日（金）
11月11日（土）
12月2・9・16日（土）

各回9:30～12:00

各実施日の前日まで
平日の学校見学、相談等については、
随時受け付けています。

①シュシュ作り
②ぬいぐるみ
③CGデザイン講座
学校説明、見学、個別相談もお受けいたします。

中学3年生　男・女　20名
保護者の参加も歓迎します。

上履き 中学校で一括申込 無 料 電話	（0566）76－3586
FAX	（0566）76－5129
anbun@m5.dion.ne.jp

桐華家政専門学校
http://www.cac-net.ne.jp/~touka/

　8月4日（金）　9:15～12:00
12月9日（土）　9:15～12:00

　7月4日（火）～　7月28日（金）
11月7日（火）～１２月　１日（金）

①簡単な小物づくり
②デザイン画体験
※①か②のいずれかを選ぶ

中学1～3年生　男・女
※各実施月各コース20名

共通：筆記用具、上履き
①裁縫用具
②色鉛筆、30cm定規

中学校で一括申込 無 料 電話	（0569）21－0156
FAX	（0569）21－0156
touka@cac-net.ne.jp

西尾高等家政専門学校
http://shirayurigakuen.com

第1回　7月29日（土）
第2回　7月30日（日）
第3回　8月19日（土）
各実施日とも9：００～１２：００

第1回～第3回ともに
6月26日（月）～7月18日（火）

各実施日とも次のコースから各自選択
・Aコース「小物入れに挑戦」
・Bコース「パソコンでクリエイト」
・Cコース「パティシエに挑戦」

中学1年生～3年生　女子
各実施日各コース　20名

※保護者の参加も歓迎します。

筆記用具、上履き
Cコース希望者は
　エプロン、三角巾持参
※昼食はこちらで用意します。

中学校で一括申込 無 料 電話	（0563）54－2203
FAX	（0563）55－7175
yuri4@luck.ocn.ne.jp

山本学園情報文化専門学校
http://www.koutou.cfc.ac.jp/

7月26日（水）・27日（木）
① 9:30～12:30　②　13:30～16:30
③～⑦　9:30～12:30・13:30～16:30
7月28日（金）　①、③～⑦　9:30～12:30
11/25、12/2、12/9、12/16　すべて土曜開催

6月5日（月）～7月7日（金）

11/25以降については後日通知

①ファッション講座（ランチバッグ・テディベアのどちらかを作る）
②デザイン画講座（デザイン画の描き方を学ぼう）
③スイーツ講座（スフレパンケーキ・パルフェ（アイスクリーム））
④アニメ講座（キャラクターを描こう）
⑤CGアート講座（ペンタブレットを使い、色をつけ、イラストを完成させよう）
⑥ゲームプログラミング講座（オリジナルシューティングゲームを作成しよう）
⑦ロボットテクノロジー講座（光センサーロボットを作成しよう）

中学3年生
①②女子　全日　各40名
③女子　午前・午後　各60名
④⑥男・女　午前・午後　各40名
⑤⑦男・女　午前・午後　各35名

①筆記用具、裁縫道具
②筆記用具
③筆記用具、エプロン、三角巾、
上履き、シューズ袋

④⑤⑥⑦筆記用具、上履き、
シューズ袋

中学校で一括申込 無 料 電話	（0566）81－2151
FAX	（0566）83－1181
ｙaｍaｇaｋu@ｃｆｃ.aｃ.jp

工
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愛知自動車整備専門学校
http://www.aizisei.ac.jp/

　7月28日（金）　11月18日（土）
　9月　2日（土）　12月　2日（土）
10月28日（土）　12月16日（土）
11月11日（土）　※9:30～12:00

各実施日の3日前まで ①四輪自動車（実車）を使用した自動車総論と整備実習体験
②オートバイのエンジン調整等と整備実習体験（内容変更有）
③校内見学や学校概要説明・保護者説明会など
④入試説明会や昼食をとりながらの質疑応答

中学校3年生　男・女
※各回とも定員30名

①着替え（長袖・長ズボンの
ジャージ等汚れてもよい服装）
②上履き　※必ず持参
③筆記用具

中学校で一括申込 無 料 電話	（0567）55－2215
FAX	（0567）55－0135
aizisei@ybb.ne.jp

あいち情報専門学校 高等課程
http://aichs.denpa.jp

7月22日（土）　9:30～12:00
8月26日（土）　9:30～12:00
学校見学　　　9:00～12:00
11/11・25、12/2・9・16

各実施日の3日前 A：RPG体験！オリジナルゲームを作ろう！
B：3Dデザインを体験しよう！（3Dプリンタ活用）
C：リモコンで動くラジコンカーを作ろう！

中学3年生　男・女　
定員　A・Bコース　40名
　　　Cコース　　30名

なし 中学校で一括申込
HPからも申込みでき
ます。

無 料 電話	（0532）52－1122
FAX	（0532）52－1180

東海工業専門学校熱田校
http://tpchs.denpa.jp/

　7月22日（土）　9:00～12:00
　8月19日（土）　9:00～12:00
10月21日（土）　9:00～12:00
見学会　11/25、12/2・9・16の午前中

各実施日の3日前まで A：ブックエンドを作ってみよう　B：ミニハウスを作ってみよう
C：ミニチェアーを作ってみよう　D：ペンホルダーを作ってみよう
E：エンジンを分解してみよう　　F：パソコンで図面を描いてみよう
G：溶接をしてみよう
（A～Cは建築科、D～ Fは機械科、Gは共通）

中学3年生　男・女
　（建築科・機械科ともに）
定員　各コース　20名
保護者の来校も歓迎します。

なし 中学校で一括申込
インターネットによる
申込も可

無 料 電話	（052）871－8621
FAX	（052）872－6296
ｔpchs.info@denpa.jp

名古屋工学院専門学校 高等課程
http://nkchs.denpa.jp/

7月22日（土）9:00～12:00　13:00～16:00
8月26日（土）9:00～12:00　13:00～16:00
学校見学・説明会
10月21日（土）、11月11日（土）、12月16日（土）

9:00～11:30
11月25日（土）、12月2日（土）、12月9日（土）

9:00～11:30　13:30～16:00

体験入学　実施日の3日前まで
学校見学・説明会　実施前日の午前中
まで

・ゲームコース：ロールプレイングゲームをデザインしよう
・イラストコース：デニムにPCでフリーデザイン（刺しゅう）しよう
・電気コース：ミニ四駆をラジコンカーにカスタマイズしよう
・ロボットコース：AI（人工知能）の基礎を学んで昆虫ロボットをつくろう
・3Dコース：3Dプリンターでオリジナルグッズをつくろう

中学3年生　男・女
定員　各コース40名
学校見学・説明会は定員なし
保護者の参加も歓迎します

なし 中学校で一括申込 無 料 電話	（052）682－7871
FAX	（052）682－8622
ｎkchs.post@denpa.jp

衛
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名古屋綜合美容専門学校 高等課程
http://www.sobi.ac.jp

　7月29日（土）　13:00～15:00
　8月26日（土）　13:00～15:00
　9月30日（土）　13:00～15:00
11月18日（土）　13:00～15:00
12月16日（土）　13:00～15:00

各開催日の前日までに、メール・電話・
FAXなどでお申込下さい。

ネイル、メイク、エクステ、ヘアセッティングなどの技術からカッ
ティング、ワインディングなど基礎的な技術までの総合実習。
在校生と合同で作業することで学校の詳細がわかります。
入学説明もあります。

中学2・3年生　男・女　40名
保護者の参加も歓迎します。

筆記用具
デジタルカメラ（撮影可）

中学校で一括申込 無 料 電話	（0120）960－497
FAX	（052）322－1690
info@sobi.ac.jp

専修学校 さつき調理・福祉学院
http://www.satsuki-cw.jp/

調：8/3（木）24（木）9/9（土）30（土）10/14（土）
11/11（土）18（土）12/2（土）16（土）10～14時
福：7/29（土）8/2（水）24（木）10/21（土）28（土）
11/11（土）18（土）12/2（土）16（土）10～13時

調：木曜開催日は前週金曜17時まで
　土曜開催日は開催週月曜17時まで
福：前日の正午まで

調：西洋料理・中華料理・日本料理・製菓
福：車いすレクリエーション・福祉用具つくり・高校生体験・ウェル
フェアクッキング・トライ！ウェルフェア・保育技術検定紹介

※学校見学・個別相談随時実施（要予約）

調：中学3年生　男・女40名
福：中学生　男・女40名
※保護者・引率先生参加歓迎

筆記用具・上履き
※福祉科昼食付

中学校で一括申込 無 料 電話	 調理師科：052－452－2255
福 祉 科：052－588－3111

FAX	 調理師科：052－452-8222
福 祉 科：052－588－3113

satsuki@satsuki-cw.jp

専修学校 東洋調理技術学院
http://www.toyo-chori.jp

　8/　8（火）　9/16（土）
10/　7（土）10/28（土）
11/11（土）11/25（土）
12/　9（土）12/16（土）
※各日とも10:00～14:30

実施日の2日前まで
学校見学も随時受付していますので
お問い合わせ下さい。

学校説明（授業内容・就職状況等・学校生活について）
調理実習／試食（在校生がサポートし通常授業と同じように行
います）
質疑応答（個別相談にも応じます）

中学3年生（男・女）　40名
※保護者の方、先生方の参加
も歓迎します。

制服着用・上履き
筆記用具
※本校にてエプロンと帽子を
用意します。

中学校で一括申込 無 料 電話	（052）587－1010
FAX	（052）587－1201
toyo-chori@toyo-chori.jp

豊橋調理製菓専門学校
http://www.toyocho.ac.jp

4月から翌年3月まで全30回開催。
実施時間10:00～14:00
その他入学相談会の開催もございます。
※日程はホームページをご覧下さい。

各実施日の3日前まで ①学校説明…授業内容や学校生活の詳細を説明します。
②調理実習＆試食…授業の雰囲気や進行を体験できます。
在校生がサポートしますので、直接、生の声を聞くことも可能。

③個別相談…不安な点、心配な点をマンツーマンで対応、解消
させて頂きます。

中学生（男女）以上
各回30名
※保護者の参加も歓迎します。

タオル、筆記用具 中学校で一括申込 無 料 電話	（0532）53－2809
FAX	（0532）53－2224
info@toyocho.ac.jp

名古屋調理師専門学校
http://www.meicho.ac.jp

　8月24日（木）、　8月25日（金）、
10月　7日（土）、11月　3日（金）、
12月　2日（土）
※いずれも9:30～13:00

8月24・25日は7月10日（月）までに、
10月7日以降は各実施日の3日前まで
に、お申し込みください。

学校説明（授業内容や進路状況などを説明します）
調理実習（通常の授業と同じように調理実習を行います）
試食及び施設見学（在校生がサポートします）
※個別の相談にも応じます。

中学3年生　男・女　40名 筆記用具、体育館シューズ

※実習時のエプロン・帽子は
本校にて準備します。

中学校で一括申込 無 料 電話	（0120）422－760
FAX	（052）882－1805
info@meicho.ac.jp

商
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あいちビジネス専門学校
http://abchs.denpa.jp/

●体験入学　7月22日（土）、29日（土）、8月26日（土）、
9月30日（土）　計4回　各日とも　10:00～12:00

●学校説明会　10月28日（土）、11月18日（土）、25日（土）、
12月2日（土）、9日（土）、16日（土）　計6回　各日とも
午前の部10:00～11:45　午後の部13:30～15:15

各実施日の3日前までに希望のコース
を選択して、お申し込みください。

①情報コース…「検定試験にチャレンジしよう！自信がつけば楽しくなる。」
②医療コース…「病院のお仕事体験！病院で働く人は医師や看護師の他にもたくさんいる。」
③創造コース…「鍛金体験！金属で世界に一つのオリジナル作品を創ろう。」
体験入学では、生徒の体験授業と並行して、保護者対象学校説明会を開催します。
学校説明会では、教育方針やカリキュラム、生活指導、進路指導などについて説明
します。また、在校生や臨床心理士との懇談、教員との個別相談も実施します。

中学3年生　男・女
※各日・各コースとも定員20名
※保護者の方も一緒にご参加
ください。歓迎します（個別
相談もお受けします）。

筆記用具 中学校で一括申込 無 料 電話	（052）332－3050
FAX	（052）332－3390
abchs.info@denpa.jp

菊武ビジネス専門学校
http://www.kikutake.ac.jp/

6月24日（土）、7月8日（土）、7月22日（土）、8月5日（土）、
8月11日（金）（山の日）、8月19日（土）、8月26日（土）
9月16日（土）、9月30日（土）、10月14日（土）、10月28日（土）
11月4日（土）、11月11日（土）、11月18日（土）、11月25日（土）
12月2日（土）、12月9日（土）、12月16日（土）、12月28日（木）
1月20日（土）、1月27日（土）　各日共9:00開始

各実施日の前日までにお申し込みくだ
さい。なお、平日（月曜日～金曜日）の
個人見学も随時受け付けております。

実際の授業に準じたパソコン実習を行います。「Word」
「Excel」を取り入れた楽しい内容となっております。実習内容
は毎回変更しておりますので何回でもご参加いただけます。

中学3年生　男・女
各日共80名
保護者の方、先生方の参加も
歓迎しております。

制服　筆記用具　上履き
※実習教材は本校で準備して
おります。

中学校で一括申込 無 料 電話	（052）931－3441
FAX	（052）931－8518
shogai@kikutake.ac.jp

専修学校 クラーク高等学院名古屋校
http://www.soshigakuen.ed.jp/senshuu/nagoya/

6月10日（土）・6月24日（土）・7月8日
（土）・7月22日（土）・7月30日（日）
いずれも10時～13時まで。
他日程は問合せ下さい。

各日前日16時まで。定員に達し次第
〆切りますのでお早目にご予約下さい。

学校説明（教育方針、コース概要、将来の進路など）
体験授業（英会話、パソコン、心理学など）
在校生懇談会（在校生がなんでも質問にお答えします）
個別相談（学習心理カウンセラー有資格者が担当いたします）

中学3年生（男・女）
各回20名
保護者の方も一緒にご参加く
ださい。

筆記用具 中学校で一括申込 無 料 電話	（052）589－0666
FAX	（052）589－3756
r.ishii@clark.ed.jp

豊橋ファッション・ビジネス専門学校
http://www.miyanogakuen.ac.jp

① 7月28日（金）　9:30～12:00
② 8月25日（金）　9:30～12:00
③12月　2日（土）　9:30～12:00
④12月　9日（土）　9:30～12:00
⑤12月16日（土）　9:30～12:00

　6月26日（月）～　7月27日（木）
　7月24日（月）～　8月24日（木）
10月31日（火）～12月　1日（金）
11月13日（月）～12月　8日（金）
11月20日（月）～12月15日（金）

マイホームページを作成してみよう。①③⑤
ホームページの仕組み、ホームページの作り方や活用方法を
楽しく学びます。
フォトショップを使ってポストカードを作成してみよう。②④
他に当校の教育方針・学校説明なども行います。

中学3年生　男・女　40名 筆記用具・上履き 中学校で一括申込 無 料 電話	（0532）52－7206
FAX	（0532）52－7236
info@miyanogakuen.ac.jp

名古屋情報専門学校
http://www.nagoyajoho.ac.jp

体験入学　7/22（土）・30（日）　9:00
8/21（月）　　　　　～12:00

学校見学会　10/28・11/4・18・25
12/2・9・16の各土曜日

各実施日の前日まで
なお、体験入学・学校見学会以外にも
平日の学校見学は随時受け付けていま
す。

☆パソコンで自分だけのオリジナルゲームを作成しよう!!
文字の入力が不安な人、ゲーム作成が初めての人でも大丈
夫です。一緒にゲームを作って楽しみましょう。
●学校見学会　実際の授業を見学することができます。

中学3年生　男・女
　20名×4部屋　80名
保護者の参加も歓迎します。
個別の相談もお受けします。

筆記用具・上履き 中学校で一括申込 無 料 電話	（052）624－5658
FAX	（052）621－0892
info@nagoyajoho.ac.jp
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あいち造形デザイン専門学校
http://azdhs.denpa.jp

体験入学　　7/29・8/19
学校見学会　10/14・10/21・11/11

11/25・12/2・12/9
12/16

※いずれも土曜日 ９：００～１２：００

各実施日の前日まで ①イラストコース　②ペンタブ・イラストコース
③Macでペンタブ・フォトショップコース　④まんがコース
⑤デッサンコース　⑥アクセサリーコース　（別メニューの日
もありますので、詳細はホームページでご確認ください。
※学校説明、施設見学。個別相談にも応じます。）

中学校3年生（男・女）
①40名　②・③各20名
④・⑤・⑥各30名

保護者の参加も歓迎します。

筆記用具 中学校で一括申込 無 料 電話	（052）745－8655
FAX	（052）733－6641
azdhs@denpa.jp

サンデザイン専門学校
http://www.sundesign.ac.jp/

体験入学　10:00～15:00
⑦ 7月25日（火）
⑨ 9月23日（土）
⑪	11月18日（土）
学校見学会（12月2・3日は作品展も同時開催）
　8月29日（火）・10月28日（土）　　9:30～12:30
	12月 	2日（土）・12月　3日（日）　　10:00～15:30

○体験入学
それぞれ実施日の4日前まで受け付け
ます。（保護者ご同伴の場合は申込時に
お知らせください）
○見学会
とくに予約は必要ありません。ご自由に
見学していただけます。

○体験入学
[ファッション]⑦キャミソール⑨バッグ⑪布で作るアクセサリー・グッズ
[ペット]　　　⑦⑪グルーミングプチレッスン⑨プチ講座＆ワンちゃんグッズ
[フラワー ]　⑦お花で作るスイーツ⑨ハロウィン⑪クリスマス
[アート]　　　⑦キャラクターエコバッグ⑨マンガを描こう⑪静物デッサン
○見学会
各コースの説明。施設・設備の見学。個別相談もお受けします。

中学女子生徒
⑦⑨⑪各コース25名
フラワーのみ各回15名
保護者の参加も歓迎します。
（個別相談もお受けします）

○体験入学
筆記用具
※昼食はこちらで用意します。
○見学会
12/2・12/3は作品展も開催
しています。

中学校で一括申込 無 料 電話	（052）683－1231
FAX	（052）683－1008
HPよりお申込ください。

精和高等専修学校
http://www.seiwa-cc.jp/

　7月28日（金）・　8月25日（金）
10月21日（土）・11月18日（土）
12月　2日（土）・12月　9日（土）
計6回　※全回　9:30～12:00

それぞれの実施日の前日までにお申し
込み下さい。
（学校説明会及び施設見学会は随時）

①お菓子作りコース～おいしいケーキの作り方を教えます。
②ネイルコース～あなたのセンスで付爪にデザイン。
③保育コース～身近な物で子どもが喜ぶおもちゃ作り。
④ダンスコース～ダンスのプロが基礎から教えてくれます。

中学3年生の女子
①お菓子35名　②ネイル25名
③保育　15名　④ダンス15名

筆記用具
①お菓子：エプロン・三角巾
④ダンス：体育館シューズ

　体操服・タオル

中学校で一括申込 無 料 電話	（052）459－5670
FAX	（052）459－5677
info-ssb@ao-g.jp

ニュートン高等専修学校
http://www.newton.ed.jp/

　7月22日（土）
　9月30日（土）
11月11日（土）　10:00～12:30

11月25日（土）　受付は9:30～

12月 	9日（土）　

各実施日の前日まで
平日の学校見学・相談等については、
随時受け付けています。

パソコンを使用して、簡単なモノ作り体験をしましょう。
テキストを使ったミニ授業も同時に実施しています。
先生が優しく教えてくれるので、苦手があっても大丈夫！
学校の見学、説明、個別相談も行っています。

中学3年生　男・女　30名
保護者の参加も歓迎します。

筆記用具 中学校で一括申込 無 料 電話	（052）588－6661
FAX	（052）588－6660
info@newton.ed.jp
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名古屋福祉専門学校
http://www.marunouchi-gakuen.ac.jp

　8月19日（土）　　　9:00～13:00
　9月16日（土）　　13:00～16:00
10月　9日（月・祝）　　9:00～15:00
11月　3日（金・祝）　　9:00～13:00
12月　9日（土）　　　9:00～15:00

各実施日の3日前までにお申し込みく
ださい。

手話で歌おう、点字のいろは、車イス体験、レクリエーション体
験、介護実習体験、保育実習体験、パソコン実習体験、特殊浴
槽見学など
※実施日により、体験内容が異なります。
学校見学、親子相談会随時受付しております。お気軽にお電話
ください。

中学3年生　男・女
定員不問（多数参加歓迎）
保護者、先生方も歓迎します。

筆記用具、体育館シューズ、
お弁当（お茶は用意します）
※お弁当は、10・12月開催参
加者のみ必要

中学校で一括申込 無 料 電話	（052）211－2231
FAX	（052）204－8455
n-fukushi@marunouchi-gakuen.ac.jp

※校名下のURLをクリックするとホームページが開きます。 ※メールアドレスをクリックするとお問合せができます。




