
衛生分野　401　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　402　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　403　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　404　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

所要時間１．５～２時間程度

受入不可

１５名（要相談）

https://www.foods.belle.ac.jp/

ドリンク体験・試食・仕事説明
※食物アレルギーがある方は必ず事前にお知らせください。
牛乳などを使います

１５名（要相談）

開催時間
教室の空き状況により要相談

【衛生分野】　調理・製菓・美容

所要時間２時間程度

受入不可

修学院札幌調理師専門学校　（札幌市中央区南18条西10丁目）

職業(調理師・パティシエ）紹介、食育体験、簡単クッキング体験

１０名

９時３０分～１１時３０分 /  １３時００分～１５時００分

調理師体験講座

https://www.foods.belle.ac.jp/

札幌ベルエポック製菓調理専門学校　（札幌市中央区北1条西9丁目3-4）

パティシエの仕事を知ろう！

札幌ベルエポック製菓調理専門学校　（札幌市中央区北1条西9丁目3-4）

お菓子作り体験・試食・仕事説明
※食物アレルギーがある方は必ず事前にお知らせください。
小麦粉・卵・乳製品・ナッツ類などを使います

http://syugakuin.ac.jp

受入不可

実習着(上靴・白衣）は本校で用意します。着替えやすいよう制服の下に
Ｔシャツを着用してください

実習着(上靴・白衣）は本校で用意します。着替えやすいよう制服の下に
Ｔシャツを着用してください

開催時間

上履き、エプロン、三角巾（あるいはそれに相当するもの）、筆記用具

カフェの仕事を知ろう！

開催時間
教室の空き状況により要相談

所要時間１．５～２時間程度

受入不可

実習着(上靴・白衣）は本校で用意します。着替えやすいよう制服の下に
Ｔシャツを着用してください

https://www.foods.belle.ac.jp/

調理師の仕事を知ろう！

札幌ベルエポック製菓調理専門学校　（札幌市中央区北1条西9丁目3-4）

料理体験・試食・仕事説明
※食物アレルギーがある方は必ず事前にお知らせください。
小麦粉・乳製品・野菜・魚介類などを使います

１５名（要相談）

開催時間
教室の空き状況により要相談

所要時間１．５～２時間程度

https://www.foods.belle.ac.jp/
https://www.foods.belle.ac.jp/
http://syugakuin.ac.jp/
https://www.foods.belle.ac.jp/


衛生分野　405　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　406　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　407　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　408　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

開催時間

エプロン、三角巾、筆記用具

http://chouri.koen.ac.jp

開催時間

エプロン、三角巾、上靴

http://www.keisen-chouri.com

開催時間

エプロン、三角巾、上靴

http://www.keisen-chouri.com

開催時間

シェフ、パティシエを体験しよう！

２０名

９時００分～１７時００分

調理・製菓・製パンのいずれかを楽しく実習体験。
職業講話や授業見学、施設見学も行います

経専調理製菓専門学校　（札幌市豊平区平岸3条2丁目4-20）

受入不可

パティシエと一緒に製菓実習

シェフ・パティシエの業界説明、校内施設・実習の見学

シェフ＆パティシエのおシゴト紹介

受入不可、その他（４月の全日程受入不可）

所要時間２時間程度　　※１０月以降の受講は、９月中旬より受付開始

シェフと一緒に調理実習

経専調理製菓専門学校　（札幌市豊平区平岸3条2丁目4-20）

所要時間２時間程度

２０名

９時３０分～１１時３０分 / １３時００分～１５時００分

所要時間２時間程度

経専調理製菓専門学校　（札幌市豊平区平岸3条2丁目4-20）

体験実習(クレープ・アイシング等）、業界説明、学校見学
※メニューの指定不可

２０名

９時００分～（要相談）

所要時間１．５時間程度

受入不可、その他（４月の全日程受入不可）

光塩学園調理製菓専門学校　（札幌市中央区大通西14丁目1）

２０名

上靴のみ

http://www.keisen-chouri.com

体験実習(オムレツ等）、業界説明、学校見学
※メニューの指定不可

受入不可、その他（４月の全日程受入不可）

９時３０分～１１時３０分 / １３時００分～１５時００分

http://chouri.koen.ac.jp/
http://www.keisen-chouri.com/
http://www.keisen-chouri.com/
http://www.keisen-chouri.com/


衛生分野　409　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　410　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　411　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

開催時間

時間や開催内容などについては、ご希望に合わせ柔軟に対応可能です。
お気軽にお問い合わせください♪

https://www.sanko.ac.jp/sapporo-sweets/

開催時間

時間や開催内容などについては、ご希望に合わせ柔軟に対応可能です。
お気軽にお問い合わせください♪

https://www.sanko.ac.jp/sapporo-sweets/

開催時間

筆記用具

http://chouri.koen.ac.jp

９時００分～１７時００分

札幌スイーツ＆カフェ専門学校　（札幌市中央区南１条西8丁目11-2）

【カフェスタッフ】学校にオシャレなカフェがある！その裏側をのぞいて
みよう♪

★簡単ラテアート体験（もしくは見学）★
札幌スイーツ＆カフェ専門学校の１Fにはなんと毎週学生が運営するオ
シャレなカフェがあります！カフェ店員として簡単なラテアート体験（も
しくは見学）ができます！　※日程・時間帯により、体験できる内容が変
わる可能性がございます。予めご了承ください。

所要時間１．５時間程度

受入不可

受入不可

所要時間１時間程度

所要時間１時間程度

受入不可

調理・製菓の仕事について分かり易く説明をいたします。
シェフ・パティシエを目指す学生達の授業や施設見学も行います

シェフ、パティシエを知ろう！

光塩学園調理製菓専門学校　（札幌市中央区大通西14丁目1）

１５名

９時００分～１７時００分

２０名

札幌スイーツ＆カフェ専門学校　（札幌市中央区南１条西8丁目11-2）

９時００分～１７時００分

【パティシエ】自分でデザイン★アイシングクッキーをつくろう！

１５名

★自分でデザインから仕上げまで！アイシングクッキー製作★
クッキー生地にかわいらしくデコレーションをして、オリジナルのクッ
キーを製作します。自分だけのオリジナルアイシングクッキーを作ってお
持ち帰りもできちゃいます♪　※日程・時間帯により、体験できる内容が
若干変わる可能性がございます。予めご了承ください。

https://www.sanko.ac.jp/sapporo-sweets/
https://www.sanko.ac.jp/sapporo-sweets/
http://chouri.koen.ac.jp/


衛生分野　412　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　413　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　414　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

【パティシエ】ケーキ細工《マジパン》作りでケーキをコーディネート♪

札幌スイーツ＆カフェ専門学校　（札幌市中央区南１条西8丁目11-2）

★マジパン（ホールケーキ上の可愛らしい砂糖菓子）の製作体験★
ホールケーキの上に可愛らしく乗っている、あのサンタさんや動物の形を
した砂糖菓子を自分で製作することができます！自分でつくった作品は
きっと素敵な想い出になるはず♪パティシエのお仕事体験を通じてオリジ
ナルの作品を作ってみよう！　※日程・時間帯により、体験できる内容が
変わる可能性がございます。予めご了承ください。

開催時間
９時００分～１７時００分

所要時間１時間程度

受入不可

時間や開催内容などについては、ご希望に合わせ柔軟に対応可能です。
お気軽にお問い合わせください♪

https://www.sanko.ac.jp/sapporo-sweets/

所要時間１．５時間程度

１５名

札幌ビューティーアート専門学校（札幌市中央区大通西9丁目1-12-6階）

受入不可

【美容師】くるっとパーマまき体験！

パティシエのお仕事体験

札幌観光ブライダル・製菓専門学校　(札幌市中央区大通西9丁目3-12）

人形を使ったパーマ巻き体験！
その他、学校全体の施設見学や実際の授業見学等も行います☆また将来こ
の仕事に必要な資格や知識の紹介、質疑応答の時間もご準備しております

１０～２０名（要相談）

カメラ撮影もできますので学校側が良ければお持ちください。
お時間が合えば複数の体験を組み合わせたりすることも可能です！まずは
本校へお気軽にご相談ください！

http://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty/

開催時間

開催時間

筆記用具・カメラ撮影可

https://www.skb.ac.jp/

プロから教わるお菓子作り体験 / マジパン体験(要相談）　Ｑ＆Ａ等

所要時間２時間程度

９時３０分～１１時３０分 / １３時３０分～１５時３０分

受入不可

９時００分～１６時００分

２０名（要相談）

https://www.sanko.ac.jp/sapporo-sweets/
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty/
https://www.skb.ac.jp/


衛生分野　415　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　416　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　417　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

【エステティシャン】お肌すべすべハンドトリートメント体験！

札幌ビューティーアート専門学校（札幌市中央区大通西9丁目1-12-6階）

カメラ撮影もできますので学校側が良ければお持ちください。
お時間が合えば複数の体験を組み合わせたりすることも可能です！まずは
本校へお気軽にご相談ください！

９時００分～１６時００分

所要時間１．５時間程度

受入不可

２０名（要相談）

９時００分～１６時００分

ネイルチップをつかってネイリスト体験！
その他、学校全体の施設見学や実際の授業見学等も行います☆また将来こ
の仕事に必要な資格や知識の紹介、質疑応答の時間もご準備しております

９時００分～１６時００分

札幌ビューティーアート専門学校（札幌市中央区大通西9丁目1-12-6階）

２０名（要相談）

所要時間１．５時間程度

受入不可

２０名（要相談）

所要時間１．５時間程度

受入不可

相モデルでハンドトリートメント体験！
その他、学校全体の施設見学や実際の授業見学等も行います☆また将来こ
の仕事に必要な資格や知識の紹介、質疑応答の時間もご準備しております

http://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty/

【ネイリスト】つるつるピカピカネイル体験！

【メイクアップアーティスト・美容部員さん】いろいろメイク体験！

札幌ビューティーアート専門学校（札幌市中央区大通西9丁目1-12-6階）

開催時間

たくさんの色をつかってメイク体験！
その他、学校全体の施設見学や実際の授業見学等も行います☆また将来こ
の仕事に必要な資格や知識の紹介、質疑応答の時間もご準備しております

開催時間

カメラ撮影もできますので学校側が良ければお持ちください。
お時間が合えば複数の体験を組み合わせたりすることも可能です！まずは
本校へお気軽にご相談ください！

http://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty/

開催時間

カメラ撮影もできますので学校側が良ければお持ちください。
お時間が合えば複数の体験を組み合わせたりすることも可能です！まずは
本校へお気軽にご相談ください！

http://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty/

http://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty/
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty/
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty/


衛生分野　418　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　419　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　420　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

開催時間は若干の調整可。男女共に受け入れ可。各自、上靴、手拭き用ハ
ンカチ一枚、筆記用具持参。制服またはジャージ何れでも可。校内写真撮
影可。事前学習不要。基本的に担任の引率は不要ですが、来校は可です。

開催時間

開催時間は若干の調整可。女子生徒のみ受け入れ可。各自、上靴、ハンド
タオル一枚、筆記用具持参。制服またはジャージ何れでも可。校内写真撮
影可。事前学習不要。基本的に担任の引率は不要ですが、来校は可です。

hbs.ac.jp

９時３０分～１５時００分

開催時間

開催時間

開催時間は若干の調整可。男女共に受け入れ可。各自、上靴、手拭き用ハ
ンカチ一枚、筆記用具持参。制服またはジャージ何れでも可。校内写真撮
影可。事前学習不要。基本的に担任の引率は不要ですが、来校は可です。

hbs.ac.jp

所要時間２時間程度

所要時間２時間程度

所要時間２時間程度

美容師へアメイク体験

２０名

hbs.ac.jp

ヘアアレンジ体験（マネキン頭部に対し、アイロンや飾りを用いてのヘア
セットを体験します）、さらに美容師に必要な資格と知識についてレク
チャーします　※実施日によって若干内容が異なります

受入不可

ヘアカット体験（マネキン頭部に対し、シザーとコームを用いてヘアカッ
トを体験します）、さらに美容師に必要な資格と知識についてレクチャー
します　※実施日によって若干内容が異なります

北海道美容専門学校　（札幌市中央区南3条西10丁目）

各種エステマッサージ用オイルを使用して、腕やふくらはぎのマッサージ
体験。施術したり、されたりする実体験型。さらにエステティック業界に
ついてのレクチャーを実施します　※実施日によって若干内容が異なりま
す

１０名

２０名

北海道美容専門学校　（札幌市中央区南3条西10丁目）

受入不可

受入不可

エステティシャンマッサージ体験

美容師ヘアカット体験

北海道美容専門学校　（札幌市中央区南3条西10丁目）

９時３０分～１５時００分

９時３０分～１５時００分

http://www.hbs.ac.jp/
http://www.hbs.ac.jp/
http://www.hbs.ac.jp/


衛生分野　421　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　422　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　423　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

衛生分野　424　【札幌市】

講座名

学校名（所在地）

講座内容

定員

土日祝日

備考（持ち物等）

実施校ホームページ

開催時間

体験に必要な道具は本校にて用意いたします

https://www.sapporo.belle.ac.jp/

教室の空き状況により要相談

開催時間

筆記用具
※写真撮影も可能ですので、カメラや携帯電話の持ち込みも構いません

http://www.sanko.ac.jp/sapporo-bridal/

https://www.sapporo.belle.ac.jp/

開催時間

受入不可

受入不可

北海道理容美容専門学校　（札幌市中央区南2条西20丁目1番1号）

ヘアカット等

開催時間

人形に簡単なヘアアレンジやメイクをしてみよう！
校舎の施設や実際の授業の様子も見学できます。また、ドレスやヘアメイ
クのお仕事に必要な知識や資格の紹介、質疑応答の時間も用意しておりま
す

２０名（要相談）

上靴

http://h-ribi.ac.jp/

理美容実習授業体験

所要時間１．５時間程度

所要時間１．５時間程度

体験に必要な道具は本校にて用意いたします

美容師の仕事を知ろう！

ネイルチップを使ってオリジナルネイルを作成します。ネイリストに必要
な知識や資格の説明を通して、最新の美容業界を知ることができます

ネイリストの仕事を知ろう！

９時００分～１６時００分

１５名（要相談）

所要時間１．５時間程度

１０名

ウィッグを使って実技の体験授業を行います。美容師に必要な知識や資格
の説明を通して、最新の美容業界を知ることができます

１５名（要相談）

札幌ベルエポック美容専門学校　（札幌市中央区北1条東1丁目7-1）

札幌ベルエポック美容専門学校　（札幌市中央区北1条東1丁目7-1）

受入不可

【ブライダルヘアメイク】ヘアメイク体験

札幌ブライダル＆ホテル観光専門学校（札幌市中央区大通西9丁目1-11）

受入不可

所要時間１．５時間程度

教室の空き状況により要相談

９時３０分～１２時００分 / １３時３０分～１５時００分

https://www.sapporo.belle.ac.jp/
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-bridal/
https://www.sapporo.belle.ac.jp/
http://h-ribi.ac.jp/

