
 

 

企業で家庭教育を応援 
 

 

  

 ① 仕事を語ろう、働く姿を見せよう  ② 学校へ行こう 

 ③ 子供の体験活動を支援しよう    ④ 家庭教育の大切さを伝えよう 

賛同項目取組事例の紹介をします。 

半田信用金庫美浜支店  
美 浜 町 

賛同項目①③ 

毎年、地域の小中学校を対象に出前授業を実施しています。預金や貸金、ローン等

どんな仕事をしているのかを、「1 万円札の 1 億円分は、何㎏あるでしょう？」などのク

イズ形式で子供たちに興味をもたせ、理解してもらえるようにしています。  

令和 2年 1月 28日以降の予定 

・ 令和 2年 1月 28日 青山中学校 1年生 

・ 令和 2年 1月 31日 乙川小学校 5年生 3クラス 

・ 令和 2年 2月 6日 花園小学校 5年生 3クラス 

また、職場体験やインターシップも随時行っております。 

株式会社ＴＤＳ  
春 日 井 市 

賛同項目① 

弊社では、毎年 10月に地域住民の方々や従業員の家族を対象に社屋を開放し、各

種イベントを開催しています。 

今年は、高所作業車試乗や電気工事配線（簡易工作）等、建設業の中で電気工事

業という業種を体験してもらい、保護者の働く姿を実感してもらう取組を実施しました。

今後もこの取組を継続していく予定です。 

 

 株式会社ＪＥＣＣ  中部支店  名古屋市（中区） 

弊社はＩＴ機器のレンタル・リースおよび各種ファイナンス

サービスを行っております。 

弊社では法定よりも多く有給休暇を付与しており、（初年

度から 20 日／年、最高 25 日／年）別途子育て休暇を付与

するなど、家庭教育に参加できる環境作りに努めています。 

賛同項目② 

 

 



朝日工業株式会社  
岡 崎 市 

賛同項目① 

12月 17日に愛知県立岡崎工業高等学校（土木科）1・2年生の皆さん（約 80人）に、

「平成 30年度 23号蒲郡 BP為当大４橋下部工事」の現場を見学していただきました。 

当日は、現場説明の他、ドローンの見学や防災体感ＶＲ、現場環境改善（騒音、振

動、粉塵、水質観測他）などを学んでいただきました。 

株式会社宮崎建設  
稲 沢 市 

賛同項目① 

弊社では、毎年地域の中学校から、土木工事に関心のある中学生数名を「職場体

験学習」として受け入れています。 

今年は 10 月 31 日より 2 日間、2 名に参加してもらいました。工事現場での見学や

作業体験を通して、土木工事をより身近なものとして感じてもらえたと思います。さら

に、本業界への興味・関心を高めてもらうことによって、将来の進路や職業選択に少

しでも役立ててもらえればと考えています。 

 

株式会社五和電気工業  
一 宮 市 

賛同項目① 

当社は毎年、クラフトマンとして地元工業高校の生徒を受け入れ、実践に基づく企

業研修を行っています。 

2019 年度は、愛知県立一宮工業高校から３名のインターンシップ（クラフトマンⅢ）

を計５日間受け入れ、CAD 実習や分電盤の制作、実際の工事現場の視察など、様々

な就労体験をしていただきました。 

今後の地域産業界を担う若手の育成を応援しています。 

 

 青山建設株式会社  豊 橋 市 

地域の子供たちのために、地域で働く大人たちが職業の具体

的な内容や地域における役割を伝えることに取り組んでいます。 

中高生の将来を考えるきっかけを作り、夢の実現に貢献でき

るようにと考えています。また、未来の地域活性化も視野に入

れ、学校へ出向いて授業をしています。 

授業では、建設現場の新技術「ドローンから始まる工事現場」

と題して子供たちに紹介し、地元建設会社が新技術にチャレンジ

する姿や魅力ある建設現場をめざす様子を紹介するようにして

います。 

 

賛同項目① 

  

 



株式会社カラーズ  一 宮 市 

弊社は真心をモットーに地元で信頼され、愛される

企業作りを日々心がけており、地域への貢献に配慮

し、努めることにより、持続的な発展が可能な社会づく

りにも邁進していきたいと考えております。 

その取組として地元小学校のボランティア活動に参

加しました。 

古くなって、触ると棘が刺さるほど駆逐した『学芸会

用の舞台』を子供たちとともに補修・塗装（弊社の専門

分野です。）して蘇らせました。 

弊社独自のボランティアプロジェクト『彩プロジェク

ト』でも、各施設の滑り台等の塗装ボランティア活動を

行っております。 

今後も働く姿を見せ、体験の場を設けられるようラ

イフワークバランスの取組を応援します。 

賛同項目③ 

 

有限会社山内スペースデザイン  名古屋市（緑区） 

「一緒に出勤ＤＡＹ」 

従業員が家族や近親者を会社に招き、日頃の業務

内容や職場環境を見学する機会です。 

コンピュータを使ってデザイン作業する当社の業務

を分かり易く説明できるように工夫をした体験プログラ

ムを構築しました。 

絵を描くことは子供たちにとって興味喚起がしやす

いため、業務用コンピュータを使ったデジタル塗り絵を

用意して、未就学児においても「楽しい」と感じられる

お絵かき体験を実施しました。 

このアイディアは、子育て世代の女性従業員が勤

務する当社に合致しており、子供がデザイナーママと

一緒に遊びながら、普段仕事に出かけるママのことを

理解できるように考案しました。 

賛同項目① 

 

 

 

津 島 市 

賛同項目① 

「働く姿を見せよう」 

社員の子供や近隣の学校から職場体験学習希望者を積極的に受け入れ、働く姿を

見せる機会を提供しています。 

この機会を通して、「働くことの大切さ」、「チームワークの重要性」を体験し、やりが

いや楽しさを感じ取っていただきます。 

土木の仕事が社会的に重要な役割を持ち、当社がその使命を果たしていることを踏

まえ、建設業の魅力やすばらしさを伝えていきたいと考えています。 

 

＜仕事の楽しさ・難しさ理解中＞ 

＜今年度の職場体験学習風景＞ 

Syokubataikenn 

株式会社アミ建設  
稲 沢 市 

賛同項目①② 

７月３１日から３日間、地元の中学２年生の男子生徒６名が職場体験学習に来てく

れました。普段では体験できない現場作業に目を輝かせながら、外で働くことの大変さ

を実感していました。。 

「今回の体験で建設作業にすごく興味を持つことができました。自分の夢に向かっ

て個の体験を生かしていきたいです」との言葉をもらい、私たちにとっても嬉しい体験

となりました。 

 



株式会社伊藤海苔店  田 原 市 

毎年、２月から６月の期間、地元田原

市の小学生１２名程度の工場見学を受け

入れています。 

子供たちは機械を使った「海苔の袋詰

め作業」などを熱心に見学していきます。 

また、中学生の職場体験については、

２名程度を受け入れています。５日間、工

場やお店で簡単な実習を経験していきま

す。 

賛同項目③ 

 

 

エバー株式会社  常 滑 市 

平成３０年８月、愛知工科大学インターンシッ

プ 1 名、地元の常滑高校の「職場体験学習」で 1

名が来てくれました。 

作業内容を丁寧に分かり易く教えて「想像する

喜びと感動を追求し、安心を提供できる会社」を

感じてもらっています。 

今年の８月にも、大学のインターンシップ２名、

地元の南陵中学校の職場体験学習で 2 名を受

け入れました。 

最近では社内新聞を発行し、より多くの社員の

写真を載せ、家族の方々にも業務内容への関心

や会社の行事を知ってもらえるように取り組んで

います。 

賛同項目①③ 

 

 

 

株式会社スポーツマックス  名古屋市（緑区） 

スポーツ施設のカルチバ新川には、温水プ

ールとトレーニングジムなどがあります。 

清須市の中学校４校の「職場体験学習」に

協力をして、各学校３名ずつ生徒を受け入れ

ています。 

体験内容としては、施設のフロントでの鍵の

受け渡しやトレーニングジムでのマシン体験

や温水プールの監視などを体験してもらいま

す。 

接客体験の中で、挨拶の大切さや清掃の

大切さなどを学んでもらえるように取り組んで

います。 

賛同項目①③ 

 

 

 

公益財団法人愛知公園協会  名古屋市（東区） 

当協会が指定管理者として管理運営していま

す「愛知県児童総合センター」では、「あいち・出

会いと体験の道場」応援団、「あいち夢はぐくみ

サポーター」の認定を受けており、毎年、近隣の

中学生や高校生の「職場体験学習」と大学生の

保育実習、さらに学校の先生方の社会体験研修

も受け入れ、幅広く応援しています。 

スタッフ体験を通して「あそび」をテーマに、子

供たちが健やかに育つためのオリジナルな遊び

の提供方法等を学んでいただいています。 

賛同項目①③ 

 

 

 



株式会社ハイパーブレイン  名古屋市（中区） 

社員に学校行事への積極的な参加を呼びかけています。 

そのため、計画有給休暇や有給休暇を使用し、学校行事

へ参加している社員が男女にかかわらず多くいます。 

また、家族参加の社内ＢＢＱなども企画し、ご家族の方々

と社内交流の機会を設けています。 

賛同項目② 

 

 

医療法人宏徳会  安藤病院  津 島 市 

愛知県のキャリアスクールプロジェクトの一環として、本年

度は近隣の中学校４校の生徒のみなさんを迎え、３日間の「職

場体験学習」を実施しています。 

病院内の多職種（医師、薬剤師、看護師、看護師等）の

様々な仕事を見学したり、高齢者の立場や気持ちを感じてい

ただく老人疑似体験をしたりしていただきます。  

これらの体験を通じて、医療・介護の現場で働くことの喜び

や尊さを感じていただき、将来の職業選択に活かしていただけ

ればと思います。 

賛同項目①③ 

 

 

株式会社コムライン  
名古屋市（緑区） 

賛同項目③ 

当社は、愛知・岐阜を中心としたフードサービスを展開している会社です。 

メインブランドは、グルメ回転すし「魚魚丸」で、それ以外にも様々な業態があり、全

体では 14ブランド 37店舗を運営しています。 

子供たちの体験活動支援については、毎年カラフルタウン「魚魚丸」にて、寿司教室

を開催しております。 

親子の笑顔があふれるイベントで、非常に喜んでいただいております。今後も、こう

いった活動を増やしてまいりたいと思っています。 

 

 

有限会社旗屋中島屋代助商店  岩 倉 市 

弊社では、毎年ではありませんが、条件が合え

ば、高校生の「職場体験学習」（１～２名）を受け入

れています。 

また、地元中学校の企業訪問（今年は３０名弱

の参加）や地元小学校の「染体験」（児童数の多

い学校は約９０名参加）や「まち探検」の一助とな

れるように、工場見学などを受け入れています。 

賛同項目①③ 

  

 

中川工業株式会社  知 立 市 

毎年、地元の中学校から職場体験学

習の生徒を受け入れています。各校２名

と人数は少ないですが、簡単な仕上げ作

業を体験してもらいます。 

ものづくりの楽しさを味わってもらうこと

で、将来の「ものづくり愛知」を担う若者

たちの選択肢が広がるのではないかと

思っています。 

体験後に子供たちから届く感想文や礼

状を社内に掲示していますが、その感想

を読むとやる気が出るという社員がたくさ

んいるので、受け入れるこちらも楽しみに

しています。 

賛同項目③ 

 

 



 鹿島建設株式会社中部支店  名古屋市（中区） 

① 小中学生を対象とした「鹿島サマースクール（建設現

場の見学会）を 7 月下旬～8 月下旬に全国の各建設工

事現場で開催し、建設業の魅力をＰＲしています。 

② 休暇を取りやすい職場環境作りのため、有給休暇の

連続や夏季・冬季休暇の前後に有給休暇を取得し、休

暇を長期化させるキャンペーンを労使共同で実施してい

ます。 

賛同項目①② 

 

 

 

ヤマダインフラテクノス株式会社  
東 海 市 

賛同項目①③ 

6月 14日(金)に、愛知県立半田工業高校にて土木科の生徒のみなさんに「塗装講

座」を実施しました。内容としては、座学と塗装作業の２部に分け、弊社社員による

「塗装講座」と生徒のみなさんによる「上塗り授業」を行いました。 

弊社の高校新卒社員とベトナム人実習生も参加して塗装の指導に当たりました

が、生徒のみなさんの手で西門（校門）が綺麗に生まれ変わりました。 

今回の塗装講座に当たり、事前に素地調整や下塗り作業・仕上げ作業を弊社で行

いました。生徒のみなさんに楽しく学んでいただけたことと塗装に対して関心を持って

いただくことができました。今後も弊社は地域貢献を進めていきたいと思います。 

 

 日進管工株式会社  日 進 市 

子育て中の従業員に対して、学校行事などに参加しやす 

い環境作りに努めています。職場では、お互いに学校行事の予

定を把握し合い、有給休暇が取得しやすいようにしています。 

 学校行事への参加は、家庭における子供との共通の話題作り

に繋がり、子供の成長をより見守ることができるので、会社全体

でフォローしています。 

賛同項目② 

  

 

大岳電気工業株式会社  名古屋市（中川区） 

子供たちの将来を守る安心安全な社会

を築くためには、家庭が中心となって正し

いことを教えることが大切で、家庭の安定

こそが組織の安定にも繋がると考えてい

ます。 

また、子供たちの心の安定を図るため

には、学校行事に積極的に参加し、親の

姿を見せることも必要ですので、社員に

は積極的に参加し親子の絆を強めるよう

に配慮しています。 

それでも遠慮がありますので、それぞ

れの学校行事等について、早め早めに報

告を求めて仕事の調整を行い、気兼ねな

く休暇を取り、学校行事に参加できる環境

作りに努めています。 

賛同項目② 

 

 



中部安全サービス保障株式会社  弥 富 市 

弊社では、依頼を受けた学校にて「おま

わりくん防犯セミナー」（連れ去り防止）を

開催しています。 

内容としては①パワーポイントを使用し

たクイズ方式の講習②カメさん防御法体

験③コント（対処の良い例・悪い例）④大声

コンテストです。 

今年度は、東海市立渡内小学校及び愛

西市立佐屋小学校の「親子ふれあい教

室」において実施いたしました。 

子供だけでなく、保護者の方々にも関心

を持っていただき、「自分の命は自分で守

る」大切さを伝えています。 

 

賛同項目②③ 

 

 

 

株式会社塚本印刷  稲 沢 市 

我が社では、毎年夏休みに近くの中学生の職

場体験学習に協力して、中学生を（２名ほどです

が）受け入れています。 

体験内容としては、自分の名刺をデザインした

り、オリジナルのうちわを作ったりします。パソコ

ン教室でも体験できるようなことが主体ですが、

それでも印刷機や加工機を見てもらい、プリンタ

ーやコピー機から出てくるものとの違いを感じて

もらえることは、会社にとっても励みですし、印刷

物が出来上がるまでの工程を知って、関心を持

ってもらえるのは、うれしいことです。 

賛同項目①③ 

 

日本街路灯製造株式会社  名古屋市（熱田区） 

豊明工場では、地元の小学生をはじめ、中高

生から大学生まで、幅広い方々を対象に工場見

学会を年中実施しています。先日は、小中学校

の先生方のグループが見学・勉強会に訪れられ

ました。次回は、女子大生限定の見学ツアーが

予定されています。 

また、中高生から大学生、特別支援学校ま

で、すべての学生のインターンシップを受け入

れ、積極的に職場を体験していただいておりま

す。 

このような活動を通して、ものづくりや働くこと

の楽しさを伝えています。 

賛同項目①③ 

 

 



株式会社アミ建設  稲 沢 市 

８月２８日、「親が働く姿を見せよう」体験

に、従業員のお子さん（小学６年生男子）とそ

の友達３名が来てくれました。 

彼らにとっては初めての体験となる重機を

使った現場作業に目を輝かせ、「道路ができる

仕組み」を熱心に学んでくれました。 

「これからの職業選びのヒントをいただきま

した」との言葉をもらい、私達にとっても、彼ら

の今後の活躍が楽しみです。 

従業員に対しては、子供の学校行事に積極

的に参加するよう朝礼で呼びかけています。 

賛同項目①② 

 

株式会社アイチテクノ  
名古屋市（名東区） 

賛同項目③ 

平成３０年７月２７日、弊社が行うボランティア活動を地域内の公園にて行いまし

た。夏休みの体験行事として、従業員の家族（子供）や地域の子供たちと共に公園フ

ェンス（一部分）の塗装を行いました。 

体験を通して、働くことの意義や目的を理解し、地域の公園への愛着心を育むこと

を目的としています。 

名古屋産業大学  

名古屋経営短期大学  
尾 張 旭 市 

名古屋産業大学・名古屋経営短期大学では、地域

貢献の一環として、近隣の中高生の職場体験を実施

しています。 

７月下旬には名古屋市守山区の高校生、８月上旬

には瀬戸市の高校生が本学にて職場体験に取り組み

ました。 

図書館業務をはじめ、総務課や入試広報室等、各

事務局の具体的な業務を体験しました。 

賛同項目① 

 

 

有限会社前田自動車  
稲 沢 市 

賛同項目①②③④ 

毎年、夏休み中の３日間、「職場体験学習」の生徒（地域の中学２年生）を受け入

れています。真剣な表情で、前向きに生き生きと活動する生徒たちに感心します。職

場体験を通して学んだことをこれからの自分の進路実現に生かしていってほしいと思

います。 



愛知県淡水養殖漁業協同組合  設 楽 町 

毎年、地元の小中学生の職場体験や視

察を受け入れています。 

今年の夏休みは、「ニジマス名人に聞こ

う」というテーマのもと、８月１日から３日ま

での日程で豊根中学校２年生が、８月７日

には設楽中学校 1年生がそれぞれ職場体

験に来てくれました。 

また、日本大学の学部生２名のインター

ンシップを受け入れました。 

賛同項目① 

 

株式会社服部組  名古屋市（熱田区） 

毎年夏休み期間内に開催する恒例の

「ちとせっ子“笑顔”まつり」を、弊社の建物

内及び駐車場内において、今年も 7/28

（土）に開催しました。 

地元の千年小学校の児童をはじめ、千

年幼児園の園児や地域住民のほか、従業

員の家族を招き、親交を深めることができ

ました。 

イベントとしては子供たちが描いた絵の

展示やサッカーゲーム、水消火器やレスキ

ューロボット操作体験など、盛りだくさんの

内容で楽しんでいただきました。 

賛同項目① 

 

 

社会福祉法人  愛知県厚生事業団  
東 栄 町 

賛同項目①③ 

平成３０年６月１８日、障害者支援施設「愛厚すぎのきの里」に、愛知県立田口高

等学校の生徒１２名のみなさんを「現場体験学習」として受け入れました。利用者の

みなさんとの交流活動やレクリエーション活動等に取り組んでいただきました。 

東浦土建株式会社  東 浦 町 

今年も７月２６日 .２７日、地元の中学２年生

（男子）３名が２日間の職場体験に来てくれまし

た。 

高校や小学校などの建築現場では、現場監

督から工事の説明を受けました。 

また、道路工事現場では、ドローンによる空

撮（測量）の講習会が行われ、中学生も一緒に

参加してもらいました。 

酷暑の中で、現場見学は大変ですが、熱中

症対策をしながら無事に終了できました。将来

を担う中学生に、建設業を知ってもらう機会とし

て今後も続けていきたいと思います。 

賛同項目①② 

 

 



エスペックミック株式会社  大 口 町 

「ｓｈｏｋｕ」をテーマに、在来植物による自然環

境の復元、また植物工場による食物の生産、施

設の提供を事業として行っています。 

２００１年より中学・高校生の郷土学習・職場

体験を始め、大学・専門学校のインターンシッ

プ、各種団体の研修を受け入れています。 

圃場での在来種の植物育成や植物工場での

野菜の栽培の体験を通じて、子供たちに身近な

自然環境への理解や食物生産の大切さを学ん

でいただいています。 

賛同項目①③ 

 

 

瀬戸ガス水道株式会社  瀬 戸 市 

瀬戸ガスグループで開催しております、お客様向

けのイベントの中で、「配管体験コーナー」を設けま

した。 

少しですが、水道に関する仕組みを知ってもらお

うと蛇口パッキンの交換体験をしてもらいました。 

当日は多数のお客様にご来場いただき、小学生

から大人まで多数の方々に体験していただくことが

できました。 

賛同項目③ 

 

 

有限会社シルバーネット  江 南 市 

一宮市の子育て支援市民活動団体「チアフル・マ

マ」さんが毎年開催される「旬の家族フェア」に協賛

企業として参加し、福祉車両・階段昇降機・車椅子

等を出展しています。 

子供たちの将来進むべき道の１つの選択肢に繋

がることを願い、特殊車両への乗車体験や車椅子

の操作体験等を通して、福祉の仕事の大切さや魅

力を地域の方々に体験していただきました。 

賛同項目③ 

 

医療法人杏園会 名古屋市（熱田区) 

「職場体験学習」のねらいは、生徒のみなさんが実際の体

験を通して、「働く楽しさや厳しさ」を学び、将来の進路選択

のきっかけとしていただくことです。さらに、社会のルールや

マナーを学び、今後の学校生活に生かしてもらえるようにと

考え、実施しています。 

主な体験内容として、一緒に昼食をとったり、レクリエーシ

ョンに参加したりすることによって、利用者の方々とのコミュ

ニケーションを図ってもらうようにしています。 

賛同項目② 

 



 

株式会社柴田組  名古屋市（西区） 

 従業員に対して、学校行事に積極的に参加するように声か

けを行っております。また、それに伴う仕事のフォローは、密に

行うようにしています。 

 ３歳と１歳の子を持つ私も、可能な限り学校行事に参加して

おります。 

賛同項目② 

 

 

 

 

 

 

株式会社丸山建設  新 城 市 

弊社では、三河地域で育った木を中心に使用して、

家を建てている会社だということを大工さんたちの家

庭でも、団らん時などで話題にしてもらえるよう、集合

日に話をします。 

そのおかげか、大工さんのご子息や同級生を含め、

毎年、鳳来中学校の生徒さんが「職場体験学習」に来

てくれます。 

賛同項目①② 

 

 

 

日本ビューホテル株式会社   

伊良湖ビューホテル  
田 原 市 

 毎年、地域の中学生や高校生の「職場体験実習」を歓迎して

おり、客室準備やレストラン準備等の実習を通じて、「働くこと」

の大変さやご両親等の苦労を感じてもらっています。 

賛同項目① 

株式会社エリアケアサービス  岡 崎 市 

 子育て中の社員は、全員共働きのため､夫だからとか妻だ

からという家庭の役割分担は、通用しません。社員同士、仕

事面、それぞれの学校行事面においても互いの家庭行事を

日常会話などで多少把握して、助け合いの精神とよりよいコミ

ュニケーションを維持することで、互いに気兼ねすることなく休

暇等をとって、家庭教育に参加できる環境作りに努めていま

す。 

賛同項目④ 

 

有限会社野村緑華  稲 沢 市 

毎年、地域の中学校から依頼を受け、「職

業人に聞く会」（中学校２年生対象）の場で、

働く上で大切なことを伝えています。 

また、夏休みの３日間、「職場体験学習」の

生徒を受け入れています。真剣な表情で、生

き生きと活動する生徒たちに感心します。 

職場体験を通して学んだことを、自分の「こ

れから」に生かしていってほしいと思います。 

賛同項目①③ 

 

 



 

ネッツトヨタ名古屋株式会社  

稲沢・日下部店  
稲 沢 市 

平成２９年８月２日から４日までの３日間、 

稲沢市立大里東中学校の２年生３名を「職場体験学

習」として受け入れました。 

洗車やタイヤの空気入れ、店舗内の清掃、接客等

を体験してもらい、働くことを肌で実感してもらってい

ます。 

従業員が真剣に仕事に取り組む姿を目の当たりに

したり、生徒さんが実際に作業を体験したりすること

で、仕事をすることの大変さを理解できるようにして

います。また、辛さだけでなく、その中にやりがいが

必ずあることにも気付けるように取り組んでいます。 

賛同項目①③ 

 

 

 

株式会社三祐コンサルタンツ  名 古 屋 市（東区） 

８月２５日に、「２０１７家族の参観日」を実施しまし

た。この企画は、社員のご家族を対象に、三祐コンサ

ルタンツがどのような会社なのかを知っていただき、

家族の絆をより一層深めていただくことを目的に、今

回で３回目の実施となりました。 

３択のクイズ形式であったり、測量器具を触ってみ

たり、お子さんたちにも楽しく参加していただけまし

た。 

これからも社員とご家族の皆さんが健康で過ごさ

れ、子供たちが穏やかに育つことができる活動に取

り組んでいきたいと思います。 

 

賛同項目① 

 

 

 

信晃興業株式会社  稲 沢 市 

当社では、毎年地元中学生に対して「職場体験

学習」受け入れ企業として微力ながら協力させてい

ただいております。 

自動車修理業を営む当社においては、毎年元気

ある男子中学生が興味津々で私たちの作業を見

学し、実際にパネルの凹みの修正から塗装までを

一連の流れとして体験してもらいます。 

我々も中学生に働くことの尊さを教えるにあた

り、初心に立ち返る機会となり、いい刺激となって

おります。 

賛同項目①③ 

 

 

株式会社  ケイ・クリエイト  一 宮 市 

弊社での体験が、将来の夢・やりたい事

に向けて実りあるものになればとの思いで、

毎年、中学生や高校生の「職場体験学習」を

積極的に受け入れています。 

会社とはどういうところなのか、弊社が発

行している「地域みっちゃく生活情報誌くれよ

ん」はどのように作られているのかなど、普

段学校では学べない様々なことを感じてもら

えるように取り組んでいます。 

賛同項目①③ 

 

 



 

株式会社稲熊造園土木  名 古 屋 市（緑区） 

当社では、毎年地元中学生に対して「職場体験

学習」受け入れ企業として微力ながら協力させてい

ただいております。 

１０／２９熊野前小学校２年生の児童のみなさん

が学区探検に弊社を訪れてくれました。 

子供たちから「今までで一番大きな庭は？」「ど

んな道具を使いますか？」などの質問に答えまし

た。「一番気に入って理庭は？」と聞かれ、「造った

庭は全部です」と仕事に対する私たちの誇りものぞ

かせました。 

興味深くメモを取る姿に私たちもうれしく、中学生

になったら今度は職場体験にも参加して、弊社業

務とみなさんの生活がどのように関わっているかを

さらに感じていただけたらと思いました。  

賛同項目①③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代を担う子どもたちをみんなの力で育てましょう。 

愛知県教育委員会生涯学習課 

 


