
 

宮城県立仙台高等技術専門校 

オープンキャンパス 
第 1 回 令和 2 年 7 月 23 日（木・祝）  

 
本校は仙台市宮城野区のＪＲ仙石線福田町駅から徒歩約５分のところにある，全国でも有数の大規模

職業能力開発校です。約１２０人の学生が希望する職業に必要な技能や知識の習得をめざして，訓練に

励んでいます。 

オープンキャンパスでは，実際に訓練の様子を見学していただけるほか，各訓練科での体験

実習や個別の入学相談を実施しています。入学希望者をはじめ，本校に関心を持つ高校生・保護者の方，

求職中の方，ぜひご参加ください。 

 

 

●●● メニュー ●●● 

午前の部と午後の部の 2 部制です。実施内容は，ほぼ同じですので，ご都合の良いほうにご参加くだ

さい。 

内容 午前の部 午後の部 場所 備考 

受付・整理券配布（先着順） 8:30～9:00 12:30～13:00 体育館 
参加受付をお願いします。体験

実習の整理券を配布します。 

見 学 ツ ア ー 9:00スタート 13:00スタート 各科実習場 
９つの訓練科を見学するツア

ー。所要時間は約 60 分です。 

体 験 実 習 10:20～12:00 14:20～15:30 各科実習場 
詳しくは体験実習メニュー（裏

面）をご覧ください。一部の訓

練科は整理券が必要です。 

入 学 相 談 10:20～12:00 14:20～15:30 案内所 
訓練内容や学生生活，授業料等

についてのご相談をお受けしま

す。 

入試準備セミナー 11:35～11:50 15:15～15:30 大会議室 
応募書類の書き方と面接のポイ

ントを説明します。入学希望の

方は必見です。 

展 示 コ ー ナ ー 9:00～12:00 13:00～15:30 体育館 
各訓練科の実習で製作した作

品，実習で使用する器工具など

を展示します。 

 

●●● ご参加される皆様へのお願い ●●● 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため，必ずマスクの着用をお願いします。 

 当日，体温が 37.5度以上の方や風邪の症状がある方，体調不良の方は，参加をお控えください。 

 体験実習を行いますので，動きやすい服装でご参加ください。 

 

※第２回オープンキャンパスは令和２年８月２２日（土）に開催予定です。 

宮城県立仙台高等技術専門校 
〒983-0021仙台市宮城野区田子 1-4-1 

（JR 仙石線 福田町駅より徒歩約 5分） 

電 話 022-258-1151 

メール sdkogsn@pref.miyagi.lg.jp 

HP  http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-kougi/ 
facebook で本校の取組をご覧いただけます。 

  

事前申込不要 



●●● 体験実習メニュー ●●●    ※各科とも定員制です。【整理券】は受付時に配布します（先着順）。 

 

 

 

訓練科名 [場所] 定員・時間 内容 

機械エンジニア科 

〔２号館〕 

一部【整理券】必要 

各回 8 名 

30 分/回 

ペーパーウェイト（文鎮）を作ってみよう！  

手仕上げ工具を使用し，ネジを加工して作ります。 
 

電子制御システム科 

〔４号館２階〕 

一部【整理券】必要 

各回 5 名 

30 分/回 

電子やろうよ！「かんたんマイコン制御」 

家電の中にも使われているマイコンを使って電子制御を体験

してみませんか？   

自動車整備科Ａ 

〔１号館〕 

【整理券】必要 

各回 5 名 

15 分/回 

自動車整備作業体験 

自動車の日常的な点検体験，消耗部品の交換など自動車整備

を体験できます。  

自動車整備科Ｂ 

〔１号館〕 

【整理券】必要 

各回 2 名 

15 分/回 

燃料電池車MIRAI・クラリティの展示！ 

今話題の燃料電池車を展示します。一般のエンジン車やハイ

ブリット車，電気自動車と比較してみましょう。 
 

電 気 科 
〔３号館２階〕 

各回 8 名 

20 分/回 

身近な電気設備を作ってみよう！  

階段にある１階と２階のスイッチで照明器具を操作する回路

を作ります。  

設備工事科 
〔３号館１階〕 
一部【整理券】必要 

各回８名 

30 分/回 

「困ったを良かったに変える仕事」体験 

「管工事のお仕事」を紹介します。 

実際にパイプをつないで水を出す体験をしてみましょう。  

建築製図科 
〔４号館 ２階〕 
一部【整理券】必要 

各回 4 名 

30 分/回 

建築パースを描いてみよう 

建物を立体的に表現したものが建築パースです。透視図法を

用いて建築パースを描いてみましょう。  

塗装施工科 
〔４号館 １階〕 

各回 5 名 

20 分/回 

アイアンペイントを塗ってみよう 

塗るだけで金属のような質感が表現できるアイアンペイント。

スマホケースや貯金缶にスポンジを使って塗装します。  

広告看板科 
〔３号館 ２階〕 

※令和３年 4 月「サインデ
ザイン科」に変わります。 

各回 5 名 

10 分/回 

オリジナルピクトサインをつくろう 
ひと目見て情報を伝えるピクトサイン。パソコンを使った作

業，シート作業，糸のこミシン作業を組み合わせてサインをつ

くりましょう。 
 

左 官 科 

〔体育館前実習棟〕 

各回 2 名 

10 分/回 

壁を塗ってみませんか？ 
体を動かすことが好きな方，将来は社長になりたい方におす

すめです。お気軽にお立ち寄りください！ 
※左官科は，訓練期間が６か月間の短期訓練です。  

【体験実習　タイムテーブル】 ※複数のメニューを体験できます。緑色部分の体験実習は【整理券】が必要です。

午前の部（10:20～12:00） 午後の部（14:20～15:30）

20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 20 30 40 50 00 10 20

機械エンジニア科 (30分) 10:20~ 10:55~ 11:30~ 14:20~ 15:00~

電子制御システム科 (30分) 10:20~ 11:05~ 14:20~ 15:00~

自動車整備科Ａ (15分) 10:20~ 10:45~ 11:10~ 11:35~ 14:20~ 14:45~ 15:10~

自動車整備科Ｂ (15分) 10:20~ 10:45~ 11:10~ 11:35~ 14:20~ 14:45~ 15:10~

電気科 (20分) 10:20~ 10:50~ 11:20~ 14:20~ 14:50~

設備工事科 (30分) 10:20~ 10:55~ 11:30~ 14:20~ 15:00~

建築製図科 (30分) 10:20~ 10:55~ 11:30~ 14:20~ 15:00~

塗装施工科 (20分) 10:20~ 10:45~ 11:10~ 11:35~ 14:20~ 14:45~ 15:10~

広告看板科 (10分) 10:20~ 10:35~ 10:50~ 11:05~ 11:20~ 11:35~ 11:50~ 14:20~ 14:35~ 14:50~ 15:05~ 15:20~

左官科 (10分) 10:20~ 10:35~ 10:50~ 11:05~ 11:20~ 11:35~ 11:50~ 14:20~ 14:35~ 14:50~ 15:05~ 15:20~

訓練科名（体験時間） 10 11 14 15


