
2021年度 高校生対象 未来の名工チャレンジ事業

ちばテク体験学習会

６/１２(土)・１３(日)

・１９(土)

千葉県マスコットキャラクター
チーバくん

申し込みは

５/１４(金) 9:00 ～

事前予約先着順です！

実施校 日程 体験コース

ちばテク船橋校

6／12(土) ものづくりに関する

１５コースちばテク我孫子校

ちばテク市原校

6／13(日)
ちばテク東金校

ちばテク旭校 6／19(土)

詳しくは
パンフレット・ＨＰを
ご覧ください



あなたの「働く」を応援します

ちばテク（高等技術専門校）とは、県立の職業能力開発施設で、千葉県内に６校あります。

次のページから紹介する各コースのように、多種多様な科があり、入校された皆さんは、それぞ

れの分野で就職することを目指しています。

また、皆さんが希望する分野で就職できるように就職活動のサポートを充実させています。学卒

者向けコースを修了した方の就職率は 9４．６ ％（令和元年度）で、多くの方が身につけた知

識・技術を生かし、活躍されています。

ものづくりを体験しよう
高校生の皆さんに、ちばテクで実施しているものづくりの知識・技能を、実際に体験していただ

くためのイベントです。参加費はどのコースも無料です。

「専門校を進路として考えている！」 「働くことを体験したい！」

「ものづくりの技術を体験してみたい！」「他の進路と比較してみたい！」

と考えている方は、ぜひご参加ください！

※ 作業を体験するため傷害保険に加入しますが、手続きや費用負担は主催者側で行います。

申込方法は

担任または進路指導担当の先生に相談して、学校の先生から開催するちばテクに郵送または

FAXでお申込みください（裏表紙の申込み用紙、またはＨＰからダウンロードください）。

個人申込みを希望される場合、電話で直接お申し込みください。

※締切りは各校実施日の１週間前。詳しくはちばテク各校にお問い合わせください。

５月１４日 9:00～ 事前予約先着順です

１

参加できるのは３年生だけ

高校に入学してから、早めに今後の進路について研究したい。という声もいただいております。

本イベントは高校１年生から３年生まで、どなたでも申込が可能です。

体験学習会を通してちばテクのことを知っていただくとともに、皆さんの進路を考える機会とし

て参加いただけると幸いです。

高校生ならどなたでも

ちばテク ってなに

体験学習会ってなに

郵送 ＦＡＸ 電話

学校経由 ○ ○ －

個人申込み － － ○

参加にあたっての
留意事項

感染症対策のため、マスクを着用ください。

発熱等で体調がすぐれない場合は参加を見合わせてください。

受付で検温を実施します。
感染症感染状況等により、中止となる場合がございます。



【開催日】６月１３日（日） ９時00分～12時00分
※当日、１３時から１５時には見学会を開催します（事前申し込み不要） 。

こちらも、ぜひご参加ください。

「電気工事科」10 名

家庭内の配線体験コース

簡単な回路で、家庭内の配線の仕組みと

電気工事の初歩を体験します。
コース

【体験の内容】
・回路の説明
・実技板への配線器具の取り付けと電線の接続
・電圧を加えての動作確認
・テスタによる測定

A

「自動車整備科」10 名

自動車整備の体験コース

自動車メカニックの仕事の一つ「法令12ヵ月点検」を

在校生の先輩がマンツーマンで説明しながら体験します。

この体験を通じて仕事のイメージをつかんでください。

コース

【体験の内容】
・外回り点検作業 ・タイヤ脱着作業
・エンジンルームの点検作業 ・ボディの点検作業
・ジャッキアップ作業 ・最終検査作業

B

「溶接非破壊検査科」５ 名

スマホスタンド製作体験

スマホスタンドの製作により、溶接作業と
プレス加工を体験します。

コース

【体験の内容】
・板金展開図法について
・プレス機械による切断・曲げ
・溶接作業

C

〒290-0053 市原市平田981-1 Tel 0436-22-0403
Fax 0436-22-0436

２

ちばテク市原校
(市原高等技術専門校)

「塗装科」５ 名

ペンスタンド製作体験

スプレーガンを使った特殊塗装により、自
分だけのオリジナル・ペンスタンドを制作
します。

コース

【体験の内容】
・スプレーガンによる特殊塗装作業
・ハケ、ローラによる塗装作業

D
作品は、持ち帰りできます

作品は、持ち帰りできます



【開催日】６月１２日（土） ９時00分～12時00分
※当日、１３時から１５時には見学会を開催します（事前申し込み不要） 。

こちらも、ぜひご参加ください。

「機械技術科」１０ 名

フォトスタンド設計の体験コース

ＰＣ上でクリアー・フォトスタンドを作製し、３次
元ＣＡＤを利用した機械設計について学習します。

コース

【体験の内容】
・３ＤＣＡＤソフトによるパーツモデリング、アセンブリ作業
・レンダリング機能を利用したデザイン作業

A

「冷凍空調設備科」５ 名

冷凍技術の体験コース
（ろう付け体験）

エアコンを教材に、「冷やす･暖める」の仕組みを
学びながら、エアコン工事（ろう付け作業）を
体験します。

コース

【体験の内容】
・冷却のしくみ
・銅管の曲げ・切断
・銅管のろう付け作業

B

「システム設計科」10 名

カレンダー作成の体験コース

JavaScriptを学習し、自分だけのカレンダーを作成しま
す。

コース

C

「金属加工科」３ 名

溶接でペンスタンド製作体験コース

ペンスタンドの製作を通して、金属の切断や曲げ
加工、溶接を体験します

コース

【体験の内容】
・板金展開図法について
・プレス機械による切断・曲げ
・溶接作業

D

〒273-0014 船橋市高瀬町31-7 Tel 047-433-2790
Fax 047-433-2791

３

ちばテク船橋校
(船橋高等技術専門校)

【体験の内容】
・カレンダーの仕組み
・JavaScriptの基本を学習
・HTML、CSSによるデザインの指定

作品は、持ち帰りできます

作品は、持ち帰りできます



【開催日】６月１２日（土） ９時00分～1２時０0分

「NC機械加工科」３名

３Ｄプリンタによる時計の
機構製作体験コース

３次元ＣＡＤで部品の形状データを作成し、

３Ｄで出力します。

部品を組み立てて、ユニークな動きの機構

を製作します。

コース

【体験の内容】
・パソコンによる形状作成（ＣＡＤ）
・３Ｄプリンタによるプリント（見学）
・組み立て、調整

A

「造園科」５名

造園作業体験コース

コース

B

〒270-1163 我孫子市久寺家684-1 Tel 04-7184-6411
Fax 04-7185-0265

４

ちばテク我孫子校
(我孫子高等技術専門校)

※当日、13時30分～16時に、見学会を開催します（事前申し込み不要) 。

こちらも、ぜひご参加ください。

【体験の内容 】
・造園器工具の取り扱い方
・木材、竹材の加工
・シュロ縄を使用した結束(男結び）

部屋に飾れるミニ四ツ目垣の製作
をとおして、竹材の加工やシュロ
縄を使用した結束の体験を行いま
す。

作品は、持ち帰りできます

作品は、持ち帰りできます

こちらで
動きが見られます！



【開催日】６月１９日（土） ９時00分～12時00分

「自動車整備科」15 名

自動車整備科の実習を体験！
（ショックアブソーバ脱着など自動車で実施）

コース

【体験の内容】
・ネームプレートの作成

（プログラムデータの作成→加工）
・３Ｄプリンタのモデリング

（既存データによるモデルの作成）

A

〒289-2505 旭市鎌数5146 Tel 0479-62-2508
Fax 0479-63-7952

【整備体験の内容】
・ブレーキ装置の分解組立
・ショックアブソーバの脱着
・マフラーの脱着作業
・エンジンのピストン脱着

５

ちばテク旭校
(旭高等技術専門校)

「ＮＣ機械加工科」５名

ものづくり体験コース

コース

B

本校の１年実習時に行う作業を、指導員及び２年生

の先輩から説明を受けながら体験します。

専門校が売りにしている小人数制での実習が、どれ

だけ丁寧に行われているかを体験しにきてください。

工作機械（ＮＣ工作機械や３Ｄプリンタ）を使ったも

のづくりを体験してもらいます。

エンジンのピストン脱着

ショックアブソーバの脱着

３Ｄプリンタによる製作品

ブレーキ装置の分解組立

作品は、持ち帰りできます



【開催日】６月１３日（日） １０時００分～1４時３０分

「空間デザイン科」10 名

展示ブース製作の仕事体験コース

イベントなどで使用される展示ブースを木パネルで
製作します。壁面には加工紙やグラフィックフィル
ムを貼り、空間を演出します。

コース

【体験の内容】
・木パネル製作
・木パネルへの加工紙の貼り込み（経師）
・木パネルの建て込み
・グラフィックフィルム貼り

A

「建築科」10 名

大工仕事の体験コース

私たちの住宅は様々な建築工法で建てられていますが、
今でも伝統的な在来軸組み工法のニーズはあります。
「木を生かして利用する」昔ながらの技法について体験
します。

コース

【体験の内容】
・さしがねの使い方と墨付け作業
・のこぎりの横びきと縦びき作業
・のみによるほぞ穴掘り作業

B

「左官技術科」10 名

しっくい壁塗り・ブロック積み
体験コース

実際にプロが使うしっくいの材料で、壁を塗ったり
ブロックを水平・垂直に積む方法を体験します。

コース

【体験の内容】
・建築工事における左官の仕事について
・基本の壁塗り
・ブロック積み作業
・水平器での水平、垂直の出し方

C

ちばテク東金校
(東金高等技術専門校)

〒283-0804 東金市油井1061-6 Tel 0475-52-3148
Fax 0475-52-3087

６



２０２１年 月 日

※参加校名をひとつだけ○で
囲んでください

※申込書は実施校ごとに
ご用意ください

５月１４日(金)9:00～
事前予約先着順です。
締切り：各校実施日の１週間前

参加申込書（FAX・郵送）

未来の名工チャレンジ事業

ちばテク体験学習会

（ご記入にあたっての注意事項）

① 本申込書の個人情報について、体験学習会に関する業務以外に使用することは一切ありません。

② 申込後にちばテクから上記ご担当者様宛、ご連絡いたします。その際、傷害保険への加入のための情報として、

参加希望者の生年月日をお伺いします。

③ ＦＡＸでのお申し込みの際は、番号をお確かめの上、送信してください。

学校名

担当者名

TEL

FAX

（ふ り が な）
氏 名 学年

希望
コース

年生

年生

年生

年生

年生

年生

ちばテク校名 ＦＡＸ番号

市原校 ０４３６－２２－０４３６

船橋校 ０４７－４３３－２７９１

我孫子校 ０４－７１８５－０２６５

旭校 ０４７９－６３－７９５２

東金校 ０４７５－５２－３０８７

○学校ご担当者 ○参加希望者


