2018/10/12現在

青森県教育支援プラットフォーム「我が社は学校教育サポーター」一覧
我が社ができる学校サポート

№

企業名

地区

郵便番号

所在地

電話番号

特定非営利活動法人 青森県消費者協会（青森県消費生活
87
県域 030-0822
センター業務受託者）

青森市中央３丁目２０－３０ 県民福祉
017-722-3348
プラザ５Ｆ

90 株式会社 サンデー

八戸市根城６丁目２２－１０

県域 039-1166

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ まなび事業
県域 980-0811
147
本部
414 株式会社 明治 北日本支社 コミュニケーション課

433 株式会社 みちのく銀行

県域 983-0852

県域 030-8622

0178-47-8516

宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１
0120-069-096
仙台トラストタワー
仙台市宮城野区榴岡３－４－１ アゼリ
022-792-6002
アヒルズ１５Ｆ

青森市勝田１丁目３－１

017-774-1111

企業区分

その他

サービス業

教育関連

製造業

金融、保険業

509 株式会社 マエダ

県域 035-0071

むつ市小川町２－４－８

0175-23-0221

販売業

520 株式会社 東奥日報社

県域 030-0180

青森市第二問屋町３－１－８９

017-739-1106

情報通信業

526 公益財団法人 日本骨髄バンク

551 株式会社読売新聞東京本社 青森支局

586 株式会社菅文／ホームセンターかんぶん

627 ＫＤＤＩ株式会社

県域 101-0054

県域 030-0801

県域 028-6105

県域 102-8460

東京都千代田区神田錦町３丁目１９
廣瀬第２ビル

03-5280-8111

青森市新町２丁目２－４ 青森新町２丁
017-773-2121
目ビル６Ｆ
岩手県二戸市堀野字長池７５－４

東京都千代田区飯田橋３－１０－１０

0179-23-5111
0120-925-525,036678-0807

当社ができること
子どものうちから賢い消費者になるための情報や知識を寸劇やワークショップ等を通じてわかりやすくお伝えします。
【例：消費者とは（８つの権利と５つの責任）、契約の基礎知識について、収入と支出、お金の管理について、ケータイ・ネッ
トのトラブルについて、製品事故について、悪質商法の被害にあわないために、中高生に多い消費トラブルについて な
ど】
準備の都合上、一ヶ月前までにご相談ください。出前授業の申込書は青森県消費センターホームページ
（http://www.aca.or.jp/contents/event/）からダウンロードできます。
職場体験インターンシップに協力できます。（商品の陳列、ビジネスマナー、レジ手伝い）
八戸市内店舗（石堂店、根城店、長苗代店、沼館店、新井田店）への依頼は本部へ。
八戸以外の地域の店舗への依頼は、直接店舗へお問い合わせください。

出前授
業

職場見学

職場体験
インターンシッ
プ

○

○

○

○

私たちは、自然がくれた恵みや食材を通して楽しく「食」を学ぶ「明治食育セミナー」をご用意しています。
「牛乳」や「カカオ」をテーマにしたお話と体験ができる出前授業を実施しています。お話は、スライドを使いクイズを交え「気
づき・考え・行動」の３つのポイントに構成し五感で学習できる内容です。

○

当行では、職場見学の受入、出前授業の対応が可能です。
職場見学や出前授業を通じて、銀行の役割や仕組み、金融やお金に関する理解についてお手伝いができます。
お気軽にみちのく銀行本店または各営業店にご相談下さい。

○

○

教育関連

○

情報通信業

出前授業、職場見学・体験では、新聞ができるまでの流れ、取材のやり方、新聞記事の書き方といった新聞製作に関わる
様々なノウハウのほか、学習に役立つ新聞の読み方やいろいろな新聞の違いを楽しく学ぶことができます。内容について
ご相談に応じます。（職場見学・体験-支局での作業はパソコン中心です。）

○

販売業

情報通信業

KDDIスマホ・ケータイ安全教室･･･認定講師（＊）が学校などにお伺いし、スライドや映像教材を使用して講座を行います。
開催日の６週間前までにお申し込み下さい。
（＊）KDDIスマホ・ケータイ安全教室を担当するための認定試験合格者

○

Ｓ

Ｓ

○

Ｇ

S

○
○

出前講座では、骨髄移植を受けられた患者さん、見ず知らずの方へ骨髄を提供されたドナーさん、残念ながら亡くなられ
た患者のご家族などを講師として、派遣し、自らの体験から「いのちの大切さ」についての講演を行うことができます。

昨年おいらせ町に「ホームセンターかんぶんおいらせ店」が新店オープンして、野辺地、七戸、上北、五戸、三戸、階上と
全部で7店舗になりました。

○

○

・高校生や高校生の保護者に対しての進路講話が可能です。（中学校にもご相談に応じます。）
・修学旅行などでの職場見学のご相談に応じます。

職場見学や職場体験では、作業場見学や品出し体験により、スーパーマーケットの仕事や役割について学ぶことができま
す。
・職場見学の受入と学校や企業などへの出前授業で講師を派遣します。
・職場見学では、印刷工場を含め、新聞ができるまでを見学できます。
・新聞制作工程の全般については、「東奥日報社・読者部」が担当し、印刷工場の見学では、実際に輪転機が稼働してい
る場面が一番わかりやすいので、時間帯が正午～午後2時すぎが最適です。

その他

学校（Ｓ）
事務局（Ｇ）

Ｓ
○

S

○

S

S

○

○

S

○

○

G

○

S

パナソニックでは、次世代を担う子どもたちを育成・支援する活動の一環として、「遠隔事業」と「教材提供」を行っていま
す。

633 パナソニック株式会社

県域 571-8501

大阪府門真市大字門真１００６

06-6909-6700

製造業

643 青森トヨペット株式会社

県域 038-0011

青森市篠田３丁目１４－９

017-782-5671

販売業

662 日本銀行青森支店

県域 030-8677

青森市中央一丁目１１－１

017-734-9516

金融、保険業

675 ジブラルタ生命保険株式会社

県域 030-0802

青森市本町１－３－９ ニッセイ青森本
017-721-1810
町ビル９Ｆ

金融、保険業

720 北日本石油株式会社 青森販売支店

県域 030-0821

青森市勝田２－２－１８

017-776-5666

販売業

１．社会科・環境教育プログラム：エコ・モノ語（がたり）
対象：小学校５年生
特徴：基本プログラム（３時限）＋探求プログラム（３時限）で構成。
２．環境・エネルギー教育プログラム：エネマネ博士になろう！
対象：小学校４年生～中学校
特徴：各テーマ ４５分×２時限 全９時限分のプログラムで構成。
学習目的に応じて、自由にくみあわせて利用可能
（テーマ：エネルギー編、創エネ・蓄エネ編、省エネ編、実践編）
３．キャリア教育プログラム：私の行き方発見プログラム
対象：中学１年生～３年生
特徴 「会社の役割発見」「職業と能力の関係発見」「職場体験での仕事発見」「自分の行き方発見」
・出前授業では、就職活動や営業職、ハイブリッドカーについての講師派遣ができます。
・職場見学では、販売、整備、事務について、実際の職場を移動しながら説明します。
・職場体験では、販売はパソコンでの車の見積り作成、整備は実際の車を使ってのタイヤ交換等、事務は名刺作成などを
体験できます。
・出前講座では、小学生から一般の方を対象に、お金の役割、物価について、金融機関の役割、日本銀行の仕事、金融
経済情勢についてなどの内容で実施しています。
・店内見学では、紹介ビデオの上映、業務内容の説明、広報ルームの見学やお札の偽造防止技術の説明、観察他ができ
ます。
詳しくは、ホームページでご確認くださるか、総務課（金融広報担当）にお問い合わせください。
出前授業では、全国協議会の推薦図書をベースに、子どもの「お金力」 を高め、賢く生きる力を養う、家庭での「おこずか
い教育」の秘訣をお教えします。
当社における青森市内４ヶ所、弘前市内４ヶ所の店舗のいずれでも職場見学、職場体験ができます。
大きな声での挨拶・簡単な洗車の拭きあげ等を体験してもらい、接客の楽しさ・販売のやりがい等を感じてもらいます。
サービスステーションは、給油・洗車だけではなく、車に必要な商品・整備等も行っていることを説明します。

○

○

○

○

○

○

S

G

S

○

S

○

○

G

2018/10/12現在

青森県教育支援プラットフォーム「我が社は学校教育サポーター」一覧
我が社ができる学校サポート

№

企業名

748 青森スポーツクリエイション株式会社

804 三井物産株式会社

806 株式会社 伊徳

813 青い森のほほえみプロデュース推進協会

815 公益財団法人 青森県フェリー埠頭公社

858 ファニー美容院

859 青森県金融広報委員会
873 青森県警察

875 特定非営利活動法人あおもりIT活用サポートセンター

883 青森中央短期大学

886 一般社団法人 日本損害保険協会東北支部

887 株式会社 青森銀行

893 青森大学・薬学部 大上研究室

地区

郵便番号

県域 038-0012

県域 100-8631

県域 017-0046

県域 030-0941

県域 038-0002

県域 030-0822

県域 030-8570
県域 030-0801

県域 036-8004

県域 030-0132

県域 980-0851

県域 030-8668

県域 030-0943

所在地

青森市柳川１丁目４－１

東京都千代田区丸の内１－１－３

秋田県大館市清水４丁目４－１５

青森市自由ヶ丘２丁目５－９

青森市沖館２丁目１１－１

青森市中央２丁目１６－３

電話番号

017-763-0551

03-3285-6610

0186-49-2254

017-743-6320

017-781-7131

017-773-5169

青森市長島１丁目１－１（青森県県民生
017-734-9209
活文化課内）
青森市新町２－３－１

017-723-4211

弘前市百石町３８－１(株式会社コンシ
070-6951-4624
ス内)

青森市大字横内字神田12番地

017-728-0121

宮城県仙台市青葉区一番町２－８－１
022-221-6466
５ 太陽生命仙台ビル９Ｆ

青森市橋本１丁目９番３０号

青森市幸畑2-3-1

017-723-2327

017-738-2001

企業区分

サービス業

その他

販売業

教育関連

928 独立行政法人 国際協力機構（ＪＩＣＡ） 青森デスク

県域 030-0803

青森市堤町２－１－３ あおばビル５階 017－775－3226

青森市安方1-1-32 水産ビル５階 公
017-735-2249
益財団法人 青森県国際交流協会内

G

S

○

S

サービス業

教育関連

金融、保険業

金融、保険業

教育関連

教育関連

県域 030-0812

○

○

公務

090-1062-9246

926 株式会社 学研エデュケーショナル 学研教室青森事務局

S

S

青森市浜田2-8-2

019－652－1189

○

○

その他

県域 030-0843

岩手県盛岡市中央通3－3－4

○

S

出前授業では、くらしに身近な金融経済（金融ニュースの解説、ライフプラン、税金、年金、悪質商法の手口と対処法、携
帯・インターネットトラブル等）について、わかりやすくお伝えします。

910 Ｔｅａｍ/910

県域 020-0021

○

○

○

教育関連

921 盛岡医療福祉専門学校柔道整復学科・鍼灸学科

○

・いとく平賀店(0172-44-8525）・いとく板柳店(0172-73-3200）・いとく浪岡店(0172-69-1100）・いとくアルカディア店(017229-5566）の4店舗で実施させて頂きます。
・職場見学では商品がどのように店に並ぶのか、職場体験などでは実際に商品を陳列していただいたりしています。
・出前講座では、当協会講師が「ほほえみの7ヶ条」の講習を行い、受講者に、わらいやほほえみの効果を知って、コミュニ
ケーション能力の向上や、周囲の人との上手な付き合い方、自己肯定感を高めるなどの効果を体験してもらいます。
ほほえみの効果をいじめ・自殺予防の一助として提案し、児童、生徒達が、お互いを大切にしながら、学校生活を元気に
安心して安全に過ごせるように、心の育ちをサポートします。

G

サービス業

017-728-0131

017-722-1461

○

・出前授業では職業に関する講話や実演・実習を行うことができます。
・職場見学では、仕事に使う道具・器具の紹介や実際の営業の見学ができます。
・職場体験では、時期による店内装飾・営業準備・相モデルによる実習等を行うことができます。

青森市大字横内字神田12番地

県域 030-8577

出前授業の講師を派遣して「森の恵みと林業の仕事」をテーマに、森の役割や日本の森林、林業の仕事についてお話させ
ていただいています。
■日本の森林、森の恵みについて
森から、私たち人間が生きていく上で必要な、たくさんの恵み（木材、エネルギー、水、食料、防災、教育、文化）を受けて
おり、森は私たちの暮らしと大きく関わっていること。
■森の仕事＝林業について
豊かな森づくりのために、具体的にどのような作業を行っているかについて動画も使って説明します。人が長期に手入れ
し続けることが必要であり、「植える・育てる・切る・使う」という豊かな森づくりのサイクルを維持するためには国産材をもっ
と使っていくことの重要性を学んでもらいます。

その他

運輸郵便業

県域 030-0132

920 東北財務局青森財務事務所

バスケットボール教室（クリニック）を通して、バスケットボールの楽しさを覚え、健全な精神を育成するお手伝いをします。

職場見学

学校（Ｓ）
事務局（Ｇ）

青森港フェリー埠頭内施設等の見学の受入ができます。
同様に、八戸港フェリー埠頭内施設等の見学の受入ができます。
時間の条件が整えば、フェリー船内の見学も可能です。

909 青森中央学院大学

青森市新町2－4－25青森合同庁舎３
階

当社ができること

出前授
業

職場体験
インターンシッ
プ

警察組織の仕組み、仕事の内容、体験談等
・子どもや保護者に向けたIT安全教室を行います。
・職業講話を行います。
・視聴覚障害者向けのタブレット講座ができます。
・初心者に向けたスマートフォン・タブレット講座ができます。
・初心者に向けたFacebookやTwitterなどのSNS講座ができます。

・出前講座では、教職員の専門分野を活かした様々なテーマで講義、演習等を行います。
・職場見学では、施設見学や体験事業のほか、併設の老人ホーム、幼稚園、大学、専門学校等も同時に見学できます。
＜無償提供。交通費等の負担もありません＞
・小学生対象の体験学習プログラム「ぼうさい探検隊」（防災・防犯・交通安全のマップ作り）の実施をお手伝い（マニュア
ル・実施キッドの無償提供、アドバイス等）
・中学・高校生向け講演会（テーマ「自転車の交通事故とその責任」「自然災害と損害保険」など。商業・家庭・公民科の授
業、ロングホームルーム、生活指導・交通安全等の講話）への講師派遣

○

○

○

○

○

出前講座では認知症と薬の講話を行うことができます。
認知症サポーター養成講座も行います。
職場体験では模擬薬局、実験（薬学、医学的研究）等の模擬体験ができます。

○

○

○

○

出前講座では、大学教職員が専門を活かした、様々なテーマで講義、演習等を行います。
職場見学では、施設見学や体験事業のほか併設の特別養護老人ホーム、幼稚園、短期大学、専門学校等も同時に見学
できます。
職場体験では、主として看護演習、図書館、清掃業務等の体験が可能です。
アジア各国からの優秀な留学生が在籍しており、国際交流体験が可能です。
ねぶたに関することについて遊び、学びをテーマにイベント・講座を開催
マスコットキャラクターねぶたマンを所有
ねぶた教育をテーマに活動しているので、ねぶた教育について、まちづくりについて、青森の魅力について、市民活動に
ついてなど、ご相談に合わせたテーマでお話しできます。

公務

教育関連

①柔道整復師、鍼灸師の資格の説明 ②業務内容についての説明 ③実演見学（本校教員が生徒の間近で実演します）
④校舎見学（治療道具や授業で使用する人体模型の説明。実技授業見学等） ⑤附属鍼灸院見学と体験（実際に患者さ
んに治療する様子をご覧いただき、希望する生徒には鍼灸治療の体験）

教育関連

出前講座：小学校で「正しいえんぴつの持ち方講座」を行うことができます。幼稚園、保育園、こども園のほか、県内各地の
学研教室や地域公共施設にて実施継続しています。小学生のお子様は字がきれいになったり、姿勢が良くなったりと変化
を実感していただいています。
出前講座：当機構と関連のある国際協力について
（JICAについて、JICAボランティアによる体験談発表、開発途上国について、異文化理解・国際理解に関連するワーク
ショップの実施、など）
職場見学：上記と同様
職場体験：上記に加えて、参加イベントへの協力や事務作業など

S

○

○

○

職場見学の受入、出前授業への対応が可能です。
小学生から大学生まで幅広い世代の方へ銀行の役割や金融の仕組み等を理解するお手伝いをしたいと思います。
お気軽に、最寄りの青森銀行へご相談ください。

小学校から高校・大学等を対象に、「お金の勉強会」、「金融トラブル防止講座」、「考えてみよう日本の財政」、「最近の経
済情勢」、「私たちの街の身近な国有財産」等についての内容で出前講座を実施しています。

その他

○

S

○

S

○

S

S

○

○

S

○

S

○

S

○

S

○

○

○

○

S
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○

○
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2018/10/12現在

青森県教育支援プラットフォーム「我が社は学校教育サポーター」一覧
我が社ができる学校サポート

№

企業名

929 しまだのかいわれ

932 北東北性教育研修セミナー実行委員会

地区

郵便番号

県域 038-0223

県域 030-0803

所在地

大鰐町島田字大碇沢７０－２

青森市安方1-3-24

電話番号

090-20240556/0172-88-6706

017-722-3635

企業区分

農林漁業

教育関連

933 レイプクライシス・ネットワーク

県域 030-0803

青森市安方1-3-24

017-722-3635

医療、福祉

935 青森県理容生活衛生同業組合

県域 030-0812

青森市堤町２－１６－１１

017-734-8437

サービス業

941 株式会社アッツ

県域 034-0084

十和田市西四番町8番４１号

0176-27-6515

建設業

当社ができること
出前授業、パネリスト等
出前授業では、「食の大切さについて」「いじめ ～少数から見た世の中」でお話ができます。
特にセクシュアリティ、ジェンダーに関して、また、性感染症や性に関する人権に関わる研修等の開催を通じて、社会の中
で起こりやすい性に関する偏見や差別等を払拭するための活動。また、性教育を担う次世代を育成するための事業。
「セクシュアル・マイノリティ（LGBTQ）ってなんだろう？」「それぞれのセクシュアリティ、ジェンダーを大切にするために」「性
の健康と権利」など、子ども向け、保護者や教員向けの講座を実施。
性に関する相談事業（北東北性と人権相談 毎週木曜 16:00-22:00他）。
被害児童・生徒、加害児童・生徒、保護者への対応や性暴力に関わる上で必要なスキルに関する職員・保護者研修。
性に関して、「暴力の被害にあったら」「暴力の被害を打ち明けられたら」「人を傷つけてしまうその前に」などの、子ども向
け講座。
「性暴力サバイバー（性暴力を生き抜いた人）が生きやすい社会を」全国公募ポスター展＆トークイベント。
性暴力に関する相談や情報提供。 等
・出前授業では、小学校、中学校、高等学校へ出向き、DVD鑑賞や講演（思春期世代の頭皮、自宅でできる正しいシャン
プーの仕方、ニキビに案するトラブル等）をします。その後、グループに分かれて技術体験をしていただきます。内容は、学
校からの要望の含め、時間や人数によりご相談させていただきます。（出前授業は、なるべく月曜日に）
・職場見学は、月曜日以外で受け付けます。
当社では一般的な測量の他、ドローンを使用しての測量業務、映像作成、画像解析業務等を行っております。社長は、
宅地建物取引士、土地家屋調査士という国家資格を保有しており、土地、建物の専門家です。そんな社長がいる当社の
職場体験では測量の実務、ＣＡＤを使っての図面作成やドローン操作体験ができます。アットホームな会社ですので、生徒
の皆さんも安心して職場体験できると思います。当社で対応可能なことができる限り対応いたしますのでご相談ください。

出前授
業

職場見学

職場体験
インターンシッ
プ

○

その他

学校（Ｓ）
事務局（Ｇ）
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○

○
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