
北海道文教大学  中学生向けプログラム

「大学生＆
　医療職体験」
「大学生＆
　医療職体験」

文教ジュニアカレッジ

2019年 7月27 日（土）2019年 7月27 日（土）

大学の先生（看護師・助産師・理学療法士）・

大学生と交流しながら、

大学の施設を使った参加型学習と

職業体験を半日で行います

7 月 11 日(木) 17 時 必着 

無料
開催

お申し込み期間

申し込み方法

お問い合わせ

北海道文教大学 0123-34-0019 (代）
お問い合わせは平日10時～17時にお願いいたします。

担当：看護学科教員 多賀(たが)/坂東(ばんどう) 

主催 : 北海道文教大学 文教キャリア教育プロジェクト　
後援 : 恵庭市教育委員会・恵庭市
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(10階建)

開催場所

北海道文教大学 6号館 2階
大講堂
恵庭市黄金中央5丁目196-1 
※JR恵庭駅 徒歩10分

中学1 年生～3 年生対象

〈午前の部〉9時30分～12時
　　　　　　 (9時15分集合)
〈午後の部〉13時30分～16時 
　　　　　　(13時15分集合)

時間

募集
人数

各回 15 名
(保護者の見学・同伴可)

どちらか　　　　を お選びください！ひとつ

看護師体験
身体からのサインを感じてみよう！

・医学教育用シュミレーターを用いて、肺音や    

　呼吸音を聴診器で聴いてみよう！

・聴診器で音を聴きながら血圧を測定しよう！

・脈拍を触れて、機械で音を聴いてみよう！

理学療法士体験
リハビリの仕事を覗いてみよう！

・身の回りのバイキンを探してみよう！

・腱反射ってすごい！

・リハビリで使う器具や装具に触れてみよう！

・先輩達に「楽しさ」「むずかしさ」を聞いてみよう！

《その他》

・参加費は無料です。友人同士で参加できます。必ず保護者の同意を得てから申し込みをしてください。

・当日は動きやすい服装でご参加ください。※スカートは、ご遠慮ください。

・ご記入いただいた個人情報は厳重に管理し、ジュニアカレッジプロジェクト以外の目的で使用することはありません。

《ご協力のお願い》

・ジュニアカレッジの記録と大学ホームページに掲載する目的で、スタッフが写真撮影をさせていただきます。ご理解とご協力をお願いします。

・参加者全員にプログラム終了後、簡単なアンケートにご記入いただきます。

〒061-1449 恵庭市黄金中央5丁目196-1
北海道文教大学 0123-34-0019(代）

小学生（高学年以上）・中学生を対象としたキャリア教育セミナー

文教職業図鑑「 君たちは、未来をどう生きようとしているのか？  」
月に開催します！9

※保護者や教育関係者の参加も大歓迎です。申し込み方法など詳細は

　  8月にお知らせします。

※終了後にキャンパスツアーで大学のなかをご案内します。

日時 2019年 9月21日（土）9：00～12：40予定 北海道文教大学鶴岡記念講堂

目を輝かせて夢を語り、魅力的な人生を送る大人たち

○ 他人を笑顔にできるのは、この仕事だから

○ 自分の仕事は、人の未来を創ること

○ 仕事をするのは誰のため？

看護師、助産師、理学療法士の資格をもつ北海道文教大学の教員と

恵庭で活躍する達人に、実際の仕事の内容と職業につくまでの道のり

や仕事の面白さについて熱く語ってもらいます。

Why do you do ? How do you feel WAKU WAKU？

○ 学校での勉強は、どんなことに役立つの？

○ ワクワクするような人生を送るには、どうしたら良いの？

みんなは将来何をしたいと考えているのか？を一緒に考えます。

場所 

 『恵庭の達人』   ゲスト：島田農園 島田龍哉氏 ファシリテーター： 未来塾 NEONE 馬場航平氏

開催予告

大学案内ツアー

program (午前と午後は同じ内容です)

・大学講義の雰囲気を感じてみよう！

・実習室や図書館、学生食堂などの大学構内を大学生が案内します。
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・看護師体験：身体からのサインについて学びます。
・理学療法士体験：リハビリの仕事について学びます。

(80分)

(30分)

(30分)大学生活ダイジェスト・体験講義

アンケート記入 (10分)

職業体験学習 ユニフォームに着替えて実習室で体験します。

参加してくれた中学生には、

USBをプレゼント！

参加者プレゼント

WELCOME
Jr. college

恵庭地域
初開催！

保護者の同意を得て、次のQR コード
からお申込み下さい。定員超過の場合は

抽選となります。抽選の結果は7 月19 日ま
でに電話またはメールにて連絡いたします。
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