
近畿職業能力開発大学校 京都校

OPEN CAMPUS
６月２０日（土）に、今年度第１回目のオープンキャンパスを開催しました。 １７名の皆さまにご参加いただきました。

2020

次回は ７月１９日（日）に開催します。 概要説明と校内見学の後は、興味のある科の体験授業ににご参加いただけます。 パンフレットだけではわからない当校の特

色を感じていただけると思います。 お申込みお待ちしております。

また、「興味はあるんだけど、参加するのはちょっと・・・」という方も、ホームページに「Ｗｅｂオープンキャンパス」を公開しておりますので、ぜひご覧ください。

・・・ タイムスケジュール ・・・

13:30 ~ 13:50  学校説明

13:50 ~ 15:00 学校見学

15:00 ~ 15:10 休憩

15:10 ~ 16:10 体験授業

保護者向け説明会

16:10 ~ 16:30 アンケート回答

個別相談（希望者のみ）

vol.1

生産技術科 情報通信サービス科電子情報技術科

概要説明 求人状況



近畿職業能力開発大学校 京都校

OPEN CAMPUS
７月１９日（日）に、今年度第２回目のオープンキャンパスを開催しました。 ９名の皆さまにご参加いただきました。

2020

夏秋のオープンキャンパス追加開催決定！！ 今年の夏秋は、８/１（土）、８/22日（土）、８/30（日）、９/26（土）にオープン

キャンパスを開催します。 ご都合の良い日にぜひご参加ください。 ※今後の開催分については、新型コロナウイルス対策として、時間を短縮する場合があります。

また、「興味はあるんだけど、参加するのはちょっと・・・」という方も、ホームページに 「Ｗｅｂオープンキャンパス」 を公開しておりますので、ぜひご覧ください。

・・・ タイムスケジュール ・・・

13:30 ~ 13:50  学校説明

13:50 ~ 15:00 施設見学

15:00 ~ 15:10 休憩

15:10 ~ 16:10 体験授業

保護者向け説明会

16:10 ~ 16:30 個別相談（希望者のみ）

vol.2

生産技術科 情報通信サービス科電子情報技術科

概要説明 施設見学



近畿職業能力開発大学校 京都校

OPEN CAMPUS
８月１日（土）に、今年度第３回目のオープンキャンパスを開催しました。 ２０名の皆さまにご参加いただきました。

2020

夏秋のオープンキャンパス追加開催決定！！ ８/22日（土）、８/30（日）、９/26（土）にオープンキャンパスを開催します。

ご都合の良い日にぜひご参加ください。 ※今後の開催分については、新型コロナウイルス対策として、時間を短縮する場合があります。

また、「興味はあるんだけど、参加するのはちょっと・・・」という方も、ホームページに 「Ｗｅｂオープンキャンパス」 を公開しておりますので、ぜひご覧ください。

vol.3

概要説明

施設見学施設見学
受験対策講座

８月と９月開催のオープンキャンパスでは、

体験授業のほかに「受験対策講座数学Ⅰ」

もお選びいただけます。

「数学Ⅰ」はエンジニアへの道の出発点とい

えますので、当校では特別推薦入試を除く

すべての入試で「数学Ⅰ」の学力テストを行

います。

当校への進学を考えておられる方で数学に苦手意識のある方、ぜひ受験対策講座にご

参加ください。 「数学Ⅰ試験問題」についてサンプル問題を解きながら、当校指導員が

わかりやすく解説いたします。

また当校では、入学後も毎週補講を実施するなど、きめ細かいサポート体制をとっています。



近畿職業能力開発大学校 京都校

OPEN CAMPUS
８月２２日（土）に、今年度第4回目のオープンキャンパスを開催しました。 ８名の皆さまにご参加いただきました。

2020

引き続きオープンキャンパス開催します！！ ８/30（日）、９/26（土）、10/24（土）、12/13（日）、２/13（土）にオープン

キャンパスを開催します。 ご都合の良い日にご参加ください。 ※今後の開催分については、新型コロナウイルス対策として、時間を短縮する場合があります。

また、「興味はあるんだけど、参加するのはちょっと・・・」という方も、ホームページに 「Ｗｅｂオープンキャンパス」 を公開しておりますので、ぜひご覧ください。

vol.4

概要説明

施設見学

受 験 対 策 講 座

８月と９月開催のオープンキャンパスでは、体験授業のほ

かに「受験対策講座数学Ⅰ」もお選びいただけます。

数学に苦手意識のある方はぜひ受験対策講座にご参加く

ださい。 「数学Ⅰ試験問題」についてサンプル問題を解き

ながら、当校指導員がわかりやすく解説いたします。

また当校では、入学後も毎週補講を実施するなど、きめ細

かいサポート体制をとっています。

実際にどんな授業をしているのかを、興味のある科を１つ選

んで体験していただけます。 それぞれの科の特徴が伝わり

やすいテーマで、担当指導員がわかりやすく、かみくだいた授

業をおこないます。

例）生産技術科・・・・・・・「産業用ロボット教示」

電子情報技術科・・・「組込みプログラミング」

情報通信ｻｰﾋﾞｽ科・・「VBAによるプログラミング」 など

体 験 授 業



近畿職業能力開発大学校 京都校

OPEN CAMPUS
８月３０日（日）に、今年度第５回目のオープンキャンパスを開催し、１７名の皆さまにご参加いただきました。

2020

引き続きオープンキャンパス開催します！！ ９/26（土）、10/24（土）、12/13（日）、２/13（土）にオープンキャンパスを開催し

ます。 ご都合の良い日にご参加ください。 ※今後の開催分については、新型コロナウイルス対策として、時間を短縮する場合があります。

また、「興味はあるんだけど、参加するのはちょっと・・・」という方も、ホームページに 「Ｗｅｂオープンキャンパス」 を公開しておりますので、ぜひご覧ください。

vol.5

概要説明 施設見学 求人状況

電子情報技術科 体験授業

「アナログ電子回路」
情報通信サービス科 体験授業

「ＩＴを活用したマグカップの制作」
生産技術科 体験授業

「産業用ロボット教示」 「受験対策講座 数学Ⅰ」



近畿職業能力開発大学校 京都校

OPEN CAMPUS
９月２６日（土）に、今年度第６回目のオープンキャンパスを開催し、１１名の皆さまにご参加いただきました。

2020

引き続きオープンキャンパス開催します！！ 10/24（土）、12/13（日）、２/13（土）にオープンキャンパスを開催します。 ご都合の良い
日にご参加ください。 ※今後の開催分については、新型コロナウイルス対策として、時間を短縮する場合があります。

また、「興味はあるんだけど、参加するのはちょっと・・・」という方も、ホームページに 「Ｗｅｂオープンキャンパス」 を公開しておりますので、ぜひご覧ください。

vol.6

電子情報技術科
「組込みプログラミング」

エアコンの中には、小さなコンピュータが組み込
まれています。
ソフトウェア制作の「はじめの一歩」として、プロ
グラミングを体験していただきました。

情報通信サービス科
「ＩＴを活用したマグカップの制作」

パソコンで画像やイラストを加工してオリジナル
デザインのイラストを作成します。作成したイラ
ストをマグカップに熱転写してオリジナルマグカッ
プを作成します。画像処理ソフトを使った製品
製作の一端を体験していただきました。

生産技術科
「産業用ロボット教示」

製造現場では、今後ロボットの導入が加速度
的に進展すると考えられています。
ロボットを知るための一歩として、シュミレーショ
ンソフトを使って、産業用ロボットの操作を体
験していただきました。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 体 験 授 業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・



近畿職業能力開発大学校 京都校

OPEN CAMPUS
１０月２４日（土）に、今年度第７回目のオープンキャンパスを開催しました。 １２名の皆さまにご参加いただきました。

2020

引き続きオープンキャンパス開催します！！ 12/13（日）※生産技術科・電子情報技術科のみ ２/13（土） ※体験授業はありません

ご都合の良い日にご参加ください。 ※今後の開催分については、新型コロナウイルス対策として、時間を短縮する場合があります。

また、「興味はあるんだけど、参加するのはちょっと・・・」という方も、ホームページに 「Ｗｅｂオープンキャンパス」 を公開しておりますので、ぜひご覧ください。

vol.7

施設見学 生産技術科

電子情報技術科 情報通信サービス科

日程が合わず、オープンキャンパスに来られない方は、

平日に個別対応も可能です。（要予約）

事前にご連絡いただければ、日程を調整の上ご対応

いたします。



近畿職業能力開発大学校 京都校

OPEN CAMPUS
１２月１３日（日）に、今年度第8回目のオープンキャンパスを開催しました。 ８名の皆さまにご参加いただきました。

2020

引き続きオープンキャンパス開催します！！ ２/13（土）、 ３/13（土） ※体験授業は３月開催のみ実施。

ご都合の良い日にご参加ください。 ※今後の開催分については、新型コロナウイルス対策として、時間を短縮する場合があります。

また、「興味はあるんだけど、参加するのはちょっと・・・」という方も、ホームページに 「Ｗｅｂオープンキャンパス」 を公開しておりますので、ぜひご覧ください。

vol.8

日程が合わず、オープンキャンパスに来られない方は、

平日に個別対応も可能です。（要予約）

事前にご連絡いただければ、日程を調整の上ご対応

いたします。

電子情報技術科

求人情報 生産技術科

生産技術科
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