
仙台市教育委員会

フリータレント ワッキー貝山 さん

担当：仙台市教育委員会　学びの連携推進室
TEL：022-214-8438　E-mail：kyo019120_11@city.sendai.jp

この活動に関心のある、またはご協力いただける事業所の方は仙台市教育委員会の
下記担当までご連絡ください。詳細についてご説明させていただきます。

○各中学校の担当教員が、受入れのお願い、事前の打ち合わせ、当日の巡回指導やお礼に伺い
ます。
○新入社員やアルバイトと同じように、教え、鍛えてください。
○体験時間や内容については、各事業所の都合を優先していただいて結構です。担当教員に
ご相談ください。
○体験内容や指導についての疑問等は、各中学校の担当教員にお尋ねください。ご説明さ
せていただきます。
○誠に恐縮ですが、この体験活動への協力につきましては、報酬がありません。ボラン
ティアでの受入れを、どうぞよろしくお願いします。
○万一、生徒が活動中にけがをしたり、事業所の方にけがを負わせてしまったり、商品等を破損して
しまったりした場合に備え、保険を掛けています。また、食品等を扱う事業所で、体験前に細菌検
査が必要な場合には、担当教員にお申し出ください。
○生徒の個人情報について、学校と情報交換を行い、取扱いについてはご注意ください。

中学生に職体験活動の機会を！受け入れにご協力をお願いします！

イタリアンレストラン チロル仙台店（広瀬中） 仙台市動物管理センター（中野中）

シンガーソングライター 伊東 洋平 さん 仙台89ERS 片岡 大晴 選手

トヨタカローラ宮城名取店（袋原中）

仙台自分づくり教育
中学校における職場体験活動

子どもの健全な育成に、大人の果たす役割は大きいものです。
「子育て」「人づくり」は、社会全体で取り組むべきことです。ご協力をお願いいたします！

仙台商工会議所　宮城県中小企業団体中央会　みやぎ仙台商工会
協同組合日専連仙台　宮城県中小企業家同友会　仙台青年会議所　仙台市PTA協議会
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私たちも「仙台自分づくり教育」を応援しています！

私たちも「仙台自分づくり教育」を応援しています！

東北大学教授
川島 隆太 先生

歌手
さとう 宗幸 さん

東北楽天
ゴールデンイーグルス
浅村 栄斗 選手

受入れ事業所のメリット
〇将来に向けた産業界を担う人材育成につながります！
　中学生が職場体験活動を経験し、仕事に対する熱意や技術の高さを体験することで、将来
の職業に対する夢や憧れを育て、未来を支える人材の育成につながります。

〇指導に当たる社員の意識向上が期待できます！
　人に何かを伝えるためには、自分が仕事について理解を深めなければなりません。自分の
仕事を中学生に伝えるためには、分かりやすく、言葉をかみくだいて説明する必要がありま
す。この経験が、新入社員等への指導の際に生きてきます。

〇職場の活性化につながります！
　中学生を受け入れることで、自分たちの職場を新鮮な目で見直すことができます。仕事へ
の誇りや意欲の向上につながり、社内の活性化やモチベーションのアップにつながります。

〇地域における事業所の認知度の向上が期待できます！
　教育への参画を通しての社会貢献につながります。働くことの意味や大切さを伝えること
で、親や大人への感謝の気持ちが芽生え、地域や社会から信頼される会社へとつながります。

（文部科学省「中学校職場体験ガイド」より）
熊ケ根保育所（広陵中）

高橋満電工（沖野中）

やまなか家仙台郡山店（袋原中）モスバーガー仙台泉中央店（向陽台中）

詳しくはこちらへ↑



　IoT（Internet of Things）、ビッグデータ、人工知能（AI）などの技術革新の急速な発展に伴う
Society5.0の到来により、これまで実現不可能と思われていたことが可能になると言われています。現在あ
る職業の多くは、今後なくなっていくとも言われています。
　また、グローバル化の進展により、子どもたちが大人に
なる10年後、20年後は、どのような社会になっているの
でしょうか。その時、どのような資質・能力を身に付けた
人材が必要とされるのでしょうか。
　仙台市では、複雑で先の読めない社会を生きていく子ど
もたちのために、一人一人が確かな学力を身に付けるとと
もに、人との関わりを大切にしながら、社会人として、時
代の変化を受け止め、未来を切り拓いていく力を育むこと
をねらいとした仙台版キャリア教育「仙台自分づくり教育」
を推進しています。

仙台自分づくり教育の全体像
児童生徒が自ら学ぶ意欲をもち、人や社会との関わりを大切にしながら、
将来の社会的・職業的自立に必要な態度や能力を育む

たくましく生きる力＝５つの力
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※たく生き…「たくましく生きる力育成プログラム」

製造業

・積極的に行動する力
・最後までやり通す力
・行動を振り返り、
　改善につなげる力

うごく力
・自分のよさを理解
　できる力
・自分の役割が分かる力
・ストレスを
　コントロールする力

みつめる力
・望ましい人間関係を
　つくる力
・すすんで考えや
　気持ちを伝え合う力
・人や地域を大切にし、
協力する力

かかわる力
・将来をみとおす力
・自分の目標を設定
　する力
・目標達成のために
　計画を立てる力

みとおす力
・情報を集め、調べる力
・情報、助言を正しく
理解する力
・情報、助言を生かす力

いかす力

ねらい

育む態度や能力

中学生の職場体験活動の様子

　食べてくださるお客様のことを考えながら、で
きあがった麺をベルコトンベアに乗せる作業をし
ました。形が崩れないよう丁寧に心を込めて仕事
をしました。

だい久製麺
（広瀬中)

教育関係

　大学の研究施設内のクリーンルームで、フォト
リソグラフィ技術を体験しました。精密な部品を
作る上で、クリーンルームや製造技術が重要であ
ることを学びました。

東北大学電気通信研究所
（袋原中)

小売業

　本にラベルを貼り付ける仕事をしました。一つ
ずつ真っすぐに破れないように作業をするのは大
変でしたが、責任を持って仕事に取り組むことの
大切さが分かりました。

よしのや本間仙台愛子店
（広陵中)

水産業

　魚介類を発泡スチロールの箱に並べる作業をしま
した。お客様の目に留まるよう意識し、商品を傷付
けないように大切に扱うことがとても大変でした。
買ってくれたときは、本当に嬉しく思いました。

塩釜水産物仲卸市場
（中野中)

製造小売業

　焼きあがったパンを１個ずつ袋詰めする仕事を
しました。手作業で包装されていることを知り、
店員さんのパンに対する思いを感じました。

パンセ遠見塚本店
（沖野中)

飲食業

　カウンターの中に入って、軍艦巻きを作りまし
た。上に乗せるネタの量を均一にするよう気を付
けました。お客様への心配りと仕事の大変さを学
びました。

函太郎仙台市名坂店
（向陽台中)

（内閣府）
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起業体験の取組職場体験活動を終えて…
多くの人と触れ合い、たくさんのことを考え、

学ぶことができました。

今の中学生の姿を知ることができました！

職業体験活動を終えて…
これからもっと身に付けなければならないことは？

　職場体験を通して、どんな仕事も「人との関係」が大

切だということが分かりました。自分は人と接するの

が苦手なので、もっとこの力を身に付けなければいけ

ないと思いました。

　様々な作業に積極的にチャレンジし、店の戦力とし

て活躍してくれました。すぐにでもアルバイトとして

雇用したいくらいです。　　　　　　　　　（小売業）

　ホテルの裏側や職員のチーム力、コミュニケーショ

ンの大切さを感じてくれて、とてもうれしく思います。

（宿泊施設）

　お客様に対し、元気にあいさつしてくれたので、従

業員もつられて一緒にあいさつしていました。よい刺

激になりました。　　　　　　　　　　  　（小売業）

　私は旅行会社で働きました。一番大切なものは「コ

ミュニケーション能力」と会社の方から教えていただ

きました。社員の皆さんがとても仲が良かったことが

印象的でした。

　お客様に対して丁寧に対応する職員の皆さんの姿を

見て、きちんとあいさつするなど、礼儀やマナーの大

切さを感じました。

　保育士さんが子どもたちの見えないところで、様々

な努力や作業など、いろいろな仕事をたくさんしてい

ることを知りました。だからこそ、子どもたちが楽しく

安全に過ごせるのだと思いました。

子どもたちの取組の様子について

職場体験を引き受けて良かった点は？

42％

21％

14％

12％

9％

コミュニ
ケーション能力

礼儀等の基本的マナー

教科の学力

精神力
（我慢する力など）

健康と体力 その他 2％

その他 4％

その他 2％

21％

20％

22％

21％
20％

19％

14％

19％

19％

17％

必要なことを
お客様や従業員に
伝えることができた

言葉遣いや
あいさつがしっかり
できていた

意欲的に
取り組んでいた

職場の従業員と
協調して
活動していた

仕事に対する
責任感を感じた

職場にとって
良い刺激になった

働く意義や喜びを
伝えることができた 地域や学校と

つながりができた

社会貢献を
することができた

今の中学生の姿を
知ることができた

業務の見通しや
改善につながった 2％

事業所アンケート

　最後のあいさつの時に「めっちゃ楽しかった。」とい

う言葉を聞いて、とてもうれしくなりました。今の中学

生の姿を知ることができ、とても良い経験になりまし

た。　　　　　　　　　　　　　　  （自動車販売業）

　感想の中に「園児の成長の一点に関わることで、大

きな責任を感じた」との言葉がありました。子どもたち

に一生懸命関わってくれたことをうれしく思います。

 （教育施設）

生徒アンケート

６年地域活性化イベントステッカー

５年地域活性化ソング

１年学校林学習

職
場
体
験
ポ
ス
タ
ー

商品開発のポイントの講話

企業との商品開発会議

　秋保中では、起業家精神に則り、秋保地区の将来を考えた事業内容につ
いて企画運営を通して、起業家としての視点や能力及び郷土愛と将来への
希望の精神等を育成する目的として、企業の代表の方などを講師に招い
て、講話やワークショップに取り組んでいます。

●秋保の魅力を発信するために、秋保温泉旅館組合事務局長や地元に出店
する企業の方々から、秋保の将来構想や地元の特産を生かした商品開発
等についての話をいただき、中学生としての意見を述べたり、構想を
練ったりしました。
●丸森町に本社のある企業と復興支援のコラボ商品の開発に取り組んでい
ます。秋保の特産物を素材とした商品のアイデアを全校生徒から募り、
その中で実現できそうなものを商品化しました。将来に向けて、情報分
析、創造性、探究心を肌で感じた体験を行いました。

秋保中秋保中

　三条中では、 全学年で「達人訪問」を行い、専門家の仕事や技を見たり、
インタビューしたりする中で、達人の考え方や生き方、人生観を学んでい
ます。

●１年生では、学校林を活用した学習を行っています。森の中にある教室
（間伐材で作ったイスと机を森の中に設置）で、森の成り立ちや役割、木
の成長、そこで生きる生物について、森林組合の講師からお話をいただ
いています。講師のサポートを受けながら、チェーンソーで丸太を切り、
学校に持ち帰って、オリジナル時計を制作しました。
●２年生では、地元企業を中心に職場体験活動を行い、お世話になった事
業所の皆さんに感謝の気持ちを込め、事業所の良さや思い・願いを伝え
るポスターの制作を行い、店舗に掲示していただいています。
●３年生では、修学旅行時に「日本の達人」を訪問し、仕事に対する意識、
職業観を養っています。

三条中三条中

　荒巻小では、社会人講師から、様々な達人の技を学んでいます。
●６年生では、「荒巻地域を元気にしたい。地域の良さを広めたい。」という
思いで「 TREASURE in the ARAMAKI 」というイベントを開催しまし
た。謎解き問題、キャラクター、チラシ、パンフレット、看板、PR動画
等の作成や出し物の練習に一生懸命取り組みました。イベント当日には
350人以上の地域住民が参加し、地域を盛り上げることができました。
●５年生では、昨年までポスターを作成してきましたが、子どもたちは
「別の方法で地域を元気にできないか」と考えました。「地域の皆さんに
大切にしてもらえる歌」「CMソングのように記憶に残る歌」という意見
が出て、荒巻地区に感謝の気持ちを込めた歌をつくりました。シンガー
ソングライターの伊東洋平さんに講師をお願いし、詩のつくり方やポイ
ントを教えていただき、CDを作成しました。

荒巻小荒巻小

起業教育とは、キャリア教育の一環として、
起業家精神や起業家的資質・能力を有する
人材を育成するための教育活動です！

荒巻小
ホームページへ
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自分づくり教育では「学び」をつなげています！

　１年生で１日、２年生で３日間の職場体
験活動を実施しています。職業観・勤労観
を育てることと今学んでいることが、将来
どのように役に立つのか気付かせることを
ねらいとして、64カ所の事業所にお世話
になっています。

　子どもたちに体験中の話を聞くと「初日は不
安だったけれど、だんだん慣れてきたこと」
「常にお客さんのことを考え、向上心を持って
取り組むこと」「臨機応変に対応すること」「周
りを見て行動すること」など、職場体験活動を
通して、社会で生活する上で大切なことを学
んでいます。

中国めしや竹竹

榴岡小学校

スチューデントシティ（SC）

　「地域の人から学ぶ『働く』ことの意識と『なりたい自
分』の発見」を探究課題として、地域の事業所に弟子入り
留学を行っています。
　子どもたちにとって楽しいだけのイベントで終わらないよ
うに、普段の生活に生かすことを意識して計画を進めていま
す。また、より良い活動にするために、各事業所の店主さん
（親方と呼んでいます）からの意見や要望を生かしています。
　子どもたちは、「物を大切にする」「責任ある
態度」「まわりに優しくしたい」「みんなに喜ん
でもらいたい」等の気持ちを感じています。

　市内すべての小学校高学年を対象に体験を
行っています。子どもたちは、ここで責任ある
一市民として１日を過ごし、二つの役割を果た
します。
　一つは、市役所や会社に所属し、仕事をすること。もう一
つは、住民として消費活動・納税をすることです。
　活動の中では、仕事の仕方や売り上げに関することなど、
様々な問題が発生します。子どもたちは問題解決に向けて、
それぞれの職場で会議を行います。この会議では、子どもた
ち自身が問題を解決するために考えを出すことを大切にして
います。
　この活動に、社会人の先輩として指導に当たる企業や保護
者ボランティアの方々は、あいさつの仕方や時間を守ること
の大切さなど、社会人として必要な姿勢やマナーを示してく
れます。また、チームで課題を洗い出し、次に向けた方針を
決めるために必要な支援をしてくれます。子どもたちは、こ
の活動で、社会は仕事を通してつながり、支え合っているこ
と、自ら考え、選択し、行動することを学びます。

T&T Dental Office

宮城野中学校
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　仕事を通して得られた収入で、生活設計を考える活動を行っています。この活動は、収入・支出
のバランスやお金の使い方を考えますが、それはあくまで自分らしく生活するための手段であり、
その生き方について考えることをねらいとしています。
　給料を手にしたら、携帯電話や洋服など、好きなものにだけお金を使うわけにはいきません。生
徒は生活するためには必要な経費がかかり、そのために必要な費用は、こんなにあるのかと気付か
されます。住居費や光熱水費、被服や貯蓄など、多くの支出項目についてやりくりする中で、自分
は何を優先して、何を諦めることになるのかを意識し、選択します。生徒はこの活動で、「親がこん
な思いをして家計をやりくりしているのか」「優先すべきものと、我慢するものを考えなければいけ

ない」「自分が価値を選択し、判断をしてい
かなければならない」といったことに気付き
ます。

　現場や企業の実際に触れ、専門的な知識・
技術・技能を実践的、体験的に習得し、地域
産業に貢献できる人材を育成することを目的
に､２年生でのインターンシップ（２～５日
間の短期職場体験）、３年生でデュアルシス
テム（10日間の長期職場体験）を行っていま
す。
　早期離職の理由の一つに挙げられる「ミス
マッチ」の解消と技術者倫理、安全教育の実
現を肌で感じ取る良い機会となっています。
この活動を通して、漠然と「就職」を考えて
いた生徒も、「地図に残る仕事がしたい」「イ
ンフラなど陰で生活を支える仕事に就きた
い」「在学中にもっと難易度の高い資格に挑
戦したい」など、具体的な夢、目標に持つよ
うになっており、「技術者倫理」の理解や「職
業観」の成長につながっています。
　また、体験に来た高校生に対して、仙台工
業を卒業した先輩が指導するなど、システム
ができています。

ファイナンスパーク（FP）

仙台工業高等学校

仙台土木建設工業（株）

日東イシダ（株）

（株）ユアテック

（株）テクノ長谷

大
沢
中
Ｆ
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宮城野中学校
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受け入れ事業所一覧令和
元年度

大変お世話になりました！ありがとうございました。
【青葉区】

BISTRO ENCORE
Di VERDE ディ・ヴェルデ八幡
feel.a Hair&make  レキシントンプラザ店
feel.a南吉成店
Hair  Design  Blanket
IMSグループ医療法人財団明理会イムス明理会仙台総合病院
IMSグループ医療法人財団明理会仙台ロイヤルケアセンター
Kid's US LAND 錦ケ丘
KISEI 北仙台店
Lieto vita
mani CREARE 仙台店
PIU PIU Kitchen
TOHOシネマズ仙台
With DOG
愛隣こども園
青葉区中央市民センター
青葉保育園
朝市センター保育園
旭ヶ丘児童館
旭ヶ丘市民センタ－
アサヒサンクリーン株式会社あさひ祥葉苑 
アサヒサンクリーン株式会社あやしデイサービスセンター
朝日新聞仙台総局 
あしあと
アスク愛子保育園
ア－スサポ－ト仙台青葉
アトリエヴィセ
愛子児童館
イエローハット宮城インター店
井ヶ田製茶株式会社　大町菓子工場
石窯パン工房ばーすでい愛子本店
石川内科（はちまん石川内科クリニック）
石田商事株式会社花の膳
イタリアンレストランチロル仙台店
一般社団法人共同保育所ちろりん村
一般財団法人周行会介護老人保健施設トラスト
一般財団法人周行会内科佐藤病院
医療法人財団明理会イムス明理会仙台総合病院
医療法人財団明理会仙台青葉ロイヤルケアセンター
医療法人財団明理会西仙台病院
医療法人柴崎内科小児科医院
医療法人社団泉翔会介護老人保健施設　泉翔の里
医療法人清山会ゆかりの杜
医療法人ひろせ会広瀬病院デイサービスセンター
ウィナーテニスショップ株式会社
ウジエスーパー中山店
旨いもん角屋
欧風食堂HIROSE（ヒロセ）
大崎八幡宮
大沢市民センター
おおぜき動物病院
大竹児童館
落合市民センター
おとな飯和KAZU
折立児童館
ガーデン・ガーデン
貝ヶ森児童館
貝ヶ森市民センター
介護付有料老人ホームアサヒサンクリーン仙台広瀬
介護老人保健施設トラスト
柏木市民センター
柏木保育園
片平市民センター・児童館
かたひら保育園
学校法人愛子学園大沢幼稚園
学校法人荒巻学園あらまき幼稚園
学校法人角川学園専門学校花壇自動車大学校
学校法人聖公会青葉学園聖クリストファ幼稚園
学校法人聖ドミニコ学院幼稚園
学校法人曽根学園東二番丁幼稚園
学校法人東音学園音の光幼稚園
学校法人福聚幼稚園幼保連携型認定こども園ふくじゅ保育園
学校法人福聚幼児園幼保連携型認定こども園福聚幼稚園
学校法人双葉学園ふたばバンビ幼稚園
株式会社JR東日本リテールネット仙台支店
株式会社いたがき朝市店
株式会社今倉畳店
株式会社エムアンドエイチ（ミント・ヘア）
株式会社大江設計
株式会社オートランドリータカノ
株式会社オフィスベンダー南吉成本店
株式会社オンザコートBALLER'S仙台店
株式会社河北新報社
株式会社カワチ薬品南吉成店
株式会社紀生桂由美フランチャイズブライダルハウス仙台
株式会社北日本すき家
株式会社近畿日本ツーリスト東北
株式会社グラン・スポール
株式会社クリエイティヴエーシー
株式会社コナカ仙台愛子店
株式会社佐勘金物店
株式会社佐々木義肢製作所
株式会社サンデー愛子店
株式会社サンマリ スーパービック吉成店
株式会社サンマリフレッシュフードモリヤ落合店
株式会社サンマリフレッシュフードモリヤ旭ヶ丘店
株式会社三立
株式会社荘内銀行栗生支店
株式会社関・空間設計　

西友北仙台店
セブンイレブン北仙台駅前店
セブンイレブン仙台赤坂店
セブンイレブン仙台愛子東店
セブンイレブン仙台国見1丁目店
仙台YMCA国際ホテル製菓専門学校
仙台YMCA幼稚園
仙台朝市商店街振興組合
仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬
せんだい環境学習館たまきさんサロン
仙台厚生病院
仙台高等検察庁・仙台地方検察庁
仙台市青葉体育館
仙台市青葉の森緑地
仙台市旭ヶ丘保育所
仙台市荒巻保育所
仙台市落合保育所
仙台市折立保育所
仙台市川内庭球場
仙台市環境局青葉環境事業所
仙台市教育局学校教育部学びの連携推進室
仙台市葛岡温水プール
仙台市葛岡リサイクルプラザ
仙台市国見保育所
仙台市熊ケ根保育所
仙台市交通局
仙台市子育てふれあいプラザのびすく仙台
仙台市桜ヶ丘保育所
仙台市三居沢交通公園（東北アメニティ施設株式会社）　
仙台市水道局国見浄水場
仙台市水道局中原浄水場
仙台市天文台
仙台市博物館
仙台市支倉保育所
仙台市広瀬市民センター
仙台市広瀬図書館
仙台市広瀬文化センター
仙台市民図書館
仙台市吉成保育所
仙台市立旭丘小学校
仙台市立国見小学校
仙台市立小松島小学校
仙台市立台原小学校
仙台市立八幡小学校
仙台城二の丸発掘調査事務所
仙台自立の家
仙台すこやかクリニック
仙台ターミナルビル株式会社ホテルメトロポリタン仙台
仙台中江郵便局
仙台中山郵便局
仙台農業協同組合宮城支店
仙台バプテスト教会幼稚園
仙台プラム・アニマルクリニック
仙台文学館
仙台宮町郵便局
せんだいメディアテーク
せんだんの館ショートステイ
セントケアホ－ム北根黒松
セントラルウェルネスクラブ北仙台
台原児童館
台原老人福祉センター
駄菓子とお好み焼きのぷちや
立町マイスクール児童館
中華そばみずさわ屋
中華れすとらんとらの子
中国めしや竹竹
ツルハドラッグ荒巻本沢店
ツルハドラッグ小田原店
東北学院大学生活協同組合土樋店
東北学院大学土樋キャンパス
東北管区警察局情報通信部
東北高等学校
東北大学 教育・学生支援部
東北大学西澤潤一記念研究センター内試作コインランドリ
東北大学多元物質科学研究所
東北大学電気通信研究所
東北大学附属図書館
東北福祉大学
東北ろうさい病院
東横ＩＮＮ仙台西口広瀬通
通町児童館
特別非営利活動法人グループゆうワークスペースぽぽ
特別養護老人ホーム寶樹苑
独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院
ドナルド・マクドナルド・ハウスせんだい
トヨタカローラ宮城株式会社中山店
どんぐり整骨院
中江保育園
中山児童館
中山市民センター
中山保育園
錦ケ丘児童館
日本郵便株式会社仙台北郵便局
日本郵便株式会社仙台中央郵便局
日本郵便株式会社仙台八幡町郵便局
ニューローズ美容室北根店
ばーすでい中山店
バイタルケア大町デイサービスセンターさふらんの家
八幡児童館
八幡ディサービスセンター
ハッピーわん

株式会社仙台三越
株式会社ソノベ仙台工場
株式会社だい久製麺
株式会社宝万頭本舗
株式会社竹中工務店東北支社
株式会社千代田商事愛子バイパス給油所
株式会社つかさ屋栗生店
株式会社つるエンタープライズLa楽リゾートホテルグリーン・グリーン
株式会社ティーズ センター店
株式会社東急ハンズ仙台店
株式会社東北マツダ南吉成店
株式会社東陽写場
株式会社東横ＩＮＮ仙台駅西口中央
株式会社錦エステート感性の森
株式会社西仙台ゴルフ場
株式会社日本旅行東北仙台支店
株式会社ハートアンドブレーン
株式会社花祭壇フローラルプラザ愛子
株式会社花祭壇フローラルプラザ中山
株式会社早坂サイクル商会
株式会社パワースタッフジャパンファミリーマート東勝山二丁目店
株式会社日立ソリューションズ東日本
株式会社フラワー中山　
株式会社ベネッセスタイルケアグランダ上杉雨宮
株式会社ホットハウス　
株式会社宮城友栄社
株式会社やんちゃぼうず
株式会社友美　DUAL CARE bellus
株式会社友美　DUAL CARE TRUE
株式会社友美　first SENDAI
株式会社ヨークベニマル新荒巻店
株式会社ヨークベニマル仙台愛子店
株式会社ヨークベニマル仙台中山店
株式会社ヨークベニマル南吉成店
上杉児童館
カメイ調剤薬局愛子店
川平マイスクール児童館
川前児童館
喜久水庵南吉成本店
北村畳店
北山市民センター
北六番丁コミュニティ児童館
木町通児童館
金台山龍雲院
具だくさんスープ＆カフェ nicomo
国見スイミングクラブ
国見児童館
くまざわ書店エスパル仙台店
グランスポール八幡
栗生児童館
グループホームさくら高野原
グループホームひなた
ケーズデンキ仙台西店
公益財団法人仙台観光国際協会
公益財団法人仙台市市民文化事業団
公益財団法人宮城県国際化協会
合同会社エス・カミムラ坐・カフェ
合同会社西友木町店
公立学校共済組合仙台宿泊所ホテル白萩
こぐま保育園
個別教室のアップル
小松島ディ・サービスセンター
齋藤コロタイプ印刷株式会社
佐伯花店
桜ヶ丘マイスクール児童館
里山ねっと赤坂
サンタのいるケーキ屋さんムッシュマスノアルパジョン栗生店
サンマリ国見店
清水建設株式会社東北支店
社会福祉法人青葉福祉会青葉保育園
社会福祉法人青葉福祉会栗生あおば保育園
社会福祉法人青葉福祉会グループホームはちまんの風
社会福祉法人青葉福祉会特別養護老人ホームアルテイル青葉
社会福祉法人円周福祉会堤町あしぐろ保育所
社会福祉法人大石ヶ原会特別養護老人ホーム大石原苑
社会福祉法人柏木福祉会杜のみらい保育園
社会福祉法人木這子あさひの森保育園
社会福祉法人国見会就労継続支援Ｂ型事業所くにみの風
社会福祉法人恵萩会はぐくみ保育園
社会福祉法人敬寿会アルカディア仙台敬寿園
社会福祉法人敬寿会特別養護老人ホーム仙台敬寿園
社会福祉法人康陽会介護老人保健施設メープル小田原
社会福祉法人康陽会グループホームJ＆B小田原
社会福祉法人自生会特別養護老人ホーム自生苑
社会福祉法人信和会クローバーズ・ピアワッセ
社会福祉法人千代福祉会あっぷる愛子保育園
社会福祉法人東北福祉会せんだんの里
社会福祉法人東北福祉会せんだんの杜ケアハウスフェリコ館
社会福祉法人東北福祉会せんだんの館デイサービス
社会福祉法人中山福祉会中山とびのこ保育園
社会福祉法人柏松会愛子すぎのこ保育園
社会福祉法人宮城県福祉事業協会台の原保育園
社会福祉法人未来福祉会ミッキー保育園北仙台園
社会福祉法人勇樹会コスモス錦保育所
社会福祉法人勇樹会第２コスモス錦保育所
社会福祉法人陽光福祉会特別養護老人ホームエコーが丘
小規模多機能型居宅介護すけるん家上杉
小規模保育事業こどもの家エミール
炭火和牛和火一
スリーエム仙台市科学館
聖ドミニコ学院小学校

※本パンフレットへの掲載について、御了承いただいた事業所様（1,255 ヶ所）です。（区別順）
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大変お世話になりました！ありがとうございました。

タイヤ館宮城野
高砂児童館
高砂市民センター
髙澤生花店
田子希望園
田子児童館
ダンロップスポーツクラブ仙台
榴ケ岡市民センター
榴岡デイサービスセンター
燕沢児童館
鶴ヶ谷希望園
鶴ヶ谷市民センター
鶴ヶ谷西児童館
鶴ヶ谷東マイスクール児童館
ツルハドラッグ小鶴新田店
ツルハドラッグ田子西店
鶴巻児童館
東部児童館
特別養護老人ホームＪ&B
特別養護老人ホームかむりの里翔裕園
特別養護老人ホーム暁星園
特別養護老人ホームパルシア
特別養護老人ホームリープ鶴ヶ谷
トヨタカローラ宮城株式会社アムシス苦竹店
ドラッグヤマザワ高砂店
中里農園
中嶋病院
中野栄児童館
西山児童館
ニチイキッズ仙台さかえ保育園
ニチイケアセンター仙台福室
ニトリ仙台港店
認知症対応型デイサービスここさいむらつむぎ
認定NPO法人麦の会コッペ
ネッツトヨタ仙台株式会社日の出店
花しょう株式会社
花の膳六丁の目店
ハニー保育園
原町児童館・のびすく宮城野
ピースフル保育園
ひかり保育園
ひかり薬局宮城野
ファミリーマート＋coop鶴ケ谷店
福田町あしぐろ保育所
福室希望園
福室市民センター・福室児童館
ヘアポジション田子西
保育園ワタキューキンダーハイム
保育所新田こばと園
ホープすずかけ
ぼだい保育園
ますえの森どうわこども園
みやぎ生活協同組合岩切店
みやぎ生活協同組合幸町店
みやぎ生活協同組合新田東店
みやぎ生活協同組合高砂駅前店
みやぎ生活協同組合榴岡店
みやぎ生活協同組合鶴ケ谷店
宮城トヨタ自動車株式会社ハイブリッドプラザ日の出町
宮城野区中央市民センター
宮城野児童館
みやぎ幼稚園
無添くら寿司仙台中野栄店
メガネの相沢幸町セラビ店
メガネの相沢仙台港店
メルパルク株式会社ホテルメルパルク仙台
モスバーガー仙台東口店
もりのなかま保育園宮城野園
ヤマト運輸株式会社仙台岩切センター
ヤマト運輸株式会社仙台新田センター
ヤマト屋書店東仙台店
やまや榴岡店
有限会社いとうや
有限会社写真・ミナカワ
有限会社鈴木写真館
有限会社プロフィール仙台
有限会社へアーズ
有限会社ミドリ企画
有限会社みやぎ造景
ユニクロアクロスプラザ幸町店
陸上自衛隊仙台駐屯地
ローソン仙台新港店
和風レストランまるまつ幸町店

【若林区】
AFFECTION
HAIR  Position 荒井東店
Lucy Hair & Beauty
TSUTAYAやまとまち店
アスクやまとまち保育園
荒井マーヤ保育園
荒町児童館
イオンスタイル仙台卸町店
憩いの園さくら
医療法人社団杏仁会河原町病院
遠藤電機株式会社東北支社
沖野児童館
沖野マイスクール児童館
カール英会話ほいくえん
学校法人七郷学園蒲町こども園
学校法人七郷学園七郷幼稚園
学校法人創志学園クラーク記念国際高等学校
学校法人東北カトリック学園小さき花幼稚園
学校法人陸奥国分寺学園るり幼稚園
学校法人やわらぎ学園六郷幼稚園
学校法人六郷学園ドリーム幼稚園
蒲町児童館
株式会社ENEOSフロンティア東北カンパニー Dr．Drive沖野店
株式会社アップルファーム
株式会社ウィンズやまとグループホーム
株式会社オオツボスポーツ　

ウジエスーパー小田原店
岡田児童館
お人形社第二幼稚園
介護老人福祉施設田子のまち
介護老人保健施設コジーケアホーム
学校法人蒲生学園しらとり幼稚園
学校法人菅原学園鶴ヶ谷マードレ保育園
学校法人菅原学園鶴ヶ谷幼稚園
学校法人東北柔専あけぼの幼稚園
学校法人中埜山学園なかの幼稚園
学校法人福田学園ふくだまち幼稚園
加藤園芸
株式会社アイリスプラザダイシン幸町店
株式会社秋葉造園
株式会社アドテック
株式会社いたがき
株式会社カネサ藤原屋
株式会社カロス「ヘアメイクアーク」
株式会社サイコー
株式会社ジェイエイ仙台たなばたけ高砂店
株式会社仙花
株式会社仙台スイミングスクール
株式会社高誠商店
株式会社高橋生花舗
株式会社ダスキンサーヴ東北ダスキン大梶支店
株式会社つかさ屋東仙台店
株式会社ツルハ　ツルハドラッグ二の森店
株式会社東京インテリア家具仙台港本店
株式会社ナカノ商会仙台支店
株式会社パンセ福室本店
株式会社ファミーナ鶴ヶ谷店
株式会社ホンダ四輪販売南・東北幸町店
株式会社本間青果
株式会社松田会鶴ヶ谷デイサービスセンター
株式会社ミカド金属
株式会社みちさき　
株式会社宮城県学校用品協会
株式会社ヤマザワ田子店
株式会社ヨークベニマル新田東店
株式会社ヨークベニマル仙台田子西店
株式会社ヨークベニマルフォレオ東仙台店
株式会社ヨークベニマル福田町店
株式会社ヨドバシカメラ マルチメディア仙台
上田子幼稚園
木本生花株式会社
クオーレ株式会社クオール薬局たかさご駅前店
グループホームコスモス鶴ヶ谷
グループホームふれあいの家白鳥
くるまやラーメン仙台原町店
ケーズデンキ東仙台店
公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院
合同会社西友高砂駅前店
合同会社西友鶴ヶ谷店
合同会社西友宮城野原店
ゴールドジム仙台サンプラザ店
ザ・ビックエクスプレス仙台駅東店
サイゼリアアクロスプラザ幸町店
幸町南児童館
サニーライフ仙台宮城野
さゆり保育園
ジブラルタ生命保険株式会社仙台西支社
社会福祉法人円周福祉会中野栄あしぐろ保育所
社会福祉法人カトリック児童福祉会軽費老人ホームあけの星荘
社会福祉法人幸生会原町すいせんこども園
社会福祉法人こーぷ福祉会コープこやぎの保育園
社会福祉法人仙台市民生児童委員会保育所新田こばと園
社会福祉法人太陽ケアハウスインいわきり
社会福祉法人どろんこ会岩切どろんこ保育園
社会福祉法人はるかぜ福祉会榴岡はるかぜ保育園
社会福祉法人みやぎ会にこトピア萩野町
社会福祉法人宮城厚生福祉会高齢者福祉施設宮城野の里
社会福祉法人宮城厚生福祉会乳銀杏保育園
新田児童館
新田すいせんこども園
新田東すいせんこども園
菅原動物病院
鮨の遊彩
すずのき接骨院
スモリ工業株式会社
生活協同組合あいコープみやぎ
セブンイレブン仙台岩切稲荷東店
セブンイレブン仙台高砂市民センター前店
セブンイレブン仙台福室６丁目店
仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール
仙台岩切あおぞら保育園
仙台うみの杜水族館
仙台市ガス局
仙台市環境局廃棄物事業部宮城野環境事業所
仙台市教育センター
仙台市小鶴老人福祉センター
仙台市生涯学習支援センター
仙台市新田東総合運動場
仙台市高砂デイサービスセンター
仙台市高砂保育所
仙台市高砂老人福祉センター
仙台市榴岡図書館
仙台市鶴ケ谷温水プール
仙台市鶴ケ谷保育所
仙台市鶴巻保育所
仙台市福田町保育所
仙台市宮城野図書館
仙台市陸上競技場
仙台市歴史民俗資料館
仙台生花株式会社
仙台セント・ジョージ教会
仙台田子郵便局
仙台中央自動車学校
仙台ドライブスクール
仙台ナーサリー株式会社ニューフィールド保育園
仙台日刊印刷株式会社
そよ風薬局
ダイシャリン東仙台店

ハムステッドティールーム
ハヤサカサイクル大手町店
パリス錦町保育園
半沢サイクルショップ
東六番丁児童館
ひかり薬局北四番丁
日立システムズホール仙台
広瀬マイスクール児童館
ファイブスターウェディング仙台
ファミリーマート川平一丁目店
福沢市民センター
藤田観光株式会社仙台ワシントンホテル
ふたばバンビ幼稚園
双葉幼稚園
ブリジストンリテールジャパン株式会社タイヤ館中山
プリンスメガネ
フレッシュスーパー ITO
フレッシュフードモリヤ　大学病院前店
フレンド薬局上杉
ペットエコ中山店
ペットサロンフレンドハウス
保育所八幡こばと園
ぽぷら
マクドナルド48号愛子ヨークタウン店
緑ヶ丘第二幼稚園
南吉成児童館
宮城県建設業青年会
宮城県美術館
宮城県立こども病院
宮城社会福祉センター
宮城スバル自動車株式会社BESTSHOP栗生
みやぎ生活協同組合愛子店
みやぎ生活協同組合貝ヶ森店
みやぎ生活協同組合柏木店
みやぎ生活協同組合木町店
みやぎ生活協同組合国見ヶ丘店
みやぎ生活協同組合桜ヶ丘店
みやぎ生活協同組合台原店
宮城総合支所総務課
宮城西市民センター
無添くら寿司仙台水の森店
メガネの相沢一番町店
モスバーガー仙台愛子店
モスバーガー仙台上杉店
山村歯科医院
有限会社あさぬまらーめん堂仙台っこ
有限会社いわい洋菓子店
有限会社いわま亭
有限会社ウイングポートローソン仙台柏木三丁目店
有限会社エンドー餅店
有限会社おいで薬局
有限会社大沼花店
有限会社元祖仙台駄菓子本舗熊谷屋
有限会社桜ヶ丘フラワー
有限会社三鳳 ほうえん菜館
有限会社サンライフコミュニティーエイブル調剤薬局
有限会社スズキ写真スタジオ
有限会社鈴木水産
有限会社泰華楼
有限会社タカミファミリーマート仙台高野原店
有限会社つつみ屋
有限会社ネルソンコーヒー
有限会社早長酒店
有限会社パン工房ウェルストン
有限会社ホズミ
有限会社丸藤ベーカリー
有限会社メディファル・カリン薬局
有限会社リヴォルーション
有限会社リディア
有限会社ル・マンジェ
ユニクロ南吉成店
養護老人ホーム仙台長生園
洋服の青山仙台中央通り店
幼保連携型認定こども園泉ヶ丘幼稚園・アルル保育園
吉成児童館
よしのや本間仙台愛子店
楽園ディサービスセンターいこい・なごみ
ラケットショップ広瀬
旅館千登勢屋　　　　　　　　　　　　
レストランKAYA
ローソン仙台国見一丁目店
わかくさ幼稚園
和敬保育園
ワタキューセイモア株式会社東北支店
渡辺製菓株式会社
ワッセ森のひろば保育園
和風レストランまるまつ愛子店

【宮城野区】
hair & make first 東仙台店
Himawari beauty salon
JR東日本東北総合サービス株式会社仙台原ノ町ピボット
JSS南光台スイミングスクール
ケーズデンキ　仙台港店
KISEI 幸町店
reve  by  first
SOMPOケア仙台萩野町小規模多機能
Volts工房
愛・グループホーム仙台高砂
愛の家グループホーム仙台岩切
愛の家グループホーム仙台燕沢
アクアビット・ファクトリー株式会社グループホームよもぎ埜
アスク小鶴新田保育園
アニパル仙台（仙台市動物管理センター）
イオンリテール株式会社イオン仙台幸町店
一般財団法人宮城県青年会館
医療法人松田会介護老人保健施設エバーグリーン・ツルガヤ
岩切児童館
岩切市民センター
岩切たんぽぽ保育園
岩切東光第二幼稚園
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社会福祉法人仙台YMCA福祉会YMCA西中田保育園
社会福祉法人仙台YMCA福祉会YMCA南大野田保育園
社会福祉法人仙台ビーナス会四郎丸デイサービスセンター
社会福祉法人北杜福祉会西多賀チェリーこども園
宗教法人愛宕神社
宗教法人大満寺
小規模型居宅介護憩いの園れんげ
ショートステイ和み園
スーパースポーツゼビオザ・モール仙台長町店
スポーツクラブルネサンス仙台長町南
西友ザ・モール仙台長町店
セブンイレブン仙台茂庭台店
仙台クローバー薬局　
仙台市青山保育所
仙台市折立保育所
仙台市上野山保育所
仙台市環境局太白環境事業所
仙台市郡山老人福祉センター
仙台市社会福祉協議会大野田老人福祉センター
仙台市縄文の森広場
仙台市水道局茂庭浄水場・仙台市水道局水質検査センター
仙台市太白山自然観察の森自然観察センター
仙台市太白障害者福祉センター
仙台市太白図書館
仙台市太白保育所
仙台市富沢遺跡保存館〈地底の森ミュージアム〉
仙台市中田温水プール
仙台市中田保育所
仙台市根岸保育所
仙台市根岸保育所長町分園
仙台市人来田保育所
仙台市袋原保育所
仙台市向山保育所
仙台市八木山動物公園
仙台市野草園
仙台市湯元保育所
仙台市立あきう幼稚園
仙台市立四郎丸小学校
仙台市立西中田小学校
仙台市立東四郎丸小学校
仙台西多賀病院
仙台農業協同組合中田支店　
仙台袋原あおぞら保育園　
仙台平禄西多賀店
仙台茂庭台郵便局
仙台やわらぎ苑
仙台理容美容専門学校
そば処大盛庵本店
太白区秋保総合支所
太白区中央市民センター
太白マイスクール児童館
宝保育園
多機能型事業所わらしべ舎西多賀工房
ツクイ仙台富沢
ツクイ太白
つのだ歯科医院
ツルハドラッグ大野田店
ツルハドラッグ仙台茂庭店
ツルハドラッグ中田店
鉄道弘済会仙台保育所こじか園　
東北生活文化大学短期大学部附属ますみ保育園
特定非営利活動法人FOR YOUにこにこの家　東四郎丸児童館
特別養護老人ホーム茂庭苑
特別養護老人ホーム八木山翠風苑　
トミザワ薬局茂庭店
富沢わかば保育園　
トヨタカローラ宮城株式会社名取店
トヨタカローラ宮城株式会社西多賀店
ないとうクリニック複合サービスセンター
中田児童館
中田市民センター
中田幼稚園
長町児童館
長町自由の星保育園
長町南児童館
西多賀児童館
西多賀市民センター
西中田児童館
ニチイケアセンター南仙台
ニトリ仙台西多賀店
日本マクドナルド株式会社仙台大野田店
日本マクドナルド株式会社仙台長町店
日本郵便株式会社新仙台郵便局
ネッツトヨタ仙台・太白286店
はあとふるケアサービス・上野
はあとふるケアサービス株式会社
ハートマーケット
はるやま仙台柳生店
パンセ鈎取店
東中田児童館
東長町児童館
びっくりドンキー西多賀店
人来田マイスクール児童館
ファミリーマート仙台西の平店
フォルクスワーゲン仙台太白
袋原コミュニティ児童館
袋原幼稚園
フローリスト花の杜株式会社
ペットショップFエフ
ベネッセデイサービスセンター長町
ペロリカレープラス
ホームセンターコーナンあすと長町店
ポッケの森
マックスバリュ南東北株式会社ザ・ビッグ仙台郡山店
マツモトキヨシ長町たいはっくる店
水戸屋開発株式会社
南仙台デイサービスセンターケヤキの家
宮城熊さん株式会社
みやぎ生活協同組合太子堂店
みやぎ生活協同組合富沢店
みやぎ生活協同組合長町店
みやぎ生活協同組合西多賀店

秋保・里センター
秋保ヴィレッジアグリエの森
秋保グランドホテル
秋保市民センター
芦の口児童館
アスク長町南保育園
アスク南仙台保育園
イエローハット長町インター店
イエローハット西多賀店
イオンスーパーセンター鈎取店
イオンリテール株式会社イオン仙台富沢店
泉崎治療院
医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・仙台
医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・柳生
医療法人社団誠英会介護老人保健施設ソアーズ
医療法人社団祐人会ディサービスセンターゆうじん
ウエルシア仙台柳生店
うさぎや株式会社TSUTAYA長町店
うまい鮨勘ゆとろぎ長町郡山店
エネルギーショップ株式会社ヌマタ
大野田児童館
おしゃれ洋品ひぐち
お茶の井ヶ田喜久水庵ララガーデン長町
男髪　S.feel
介護老人保健施設エバーグリーン・ヤギヤマ
介護老人保健施設オー・ド・エクラ　介護付有料老人ホームオー・ド・エクラ
菓子工房セレブレ
学校法人郡山学園すがわら幼稚園
学校法人瑞鳳学園茂庭台ピッパラ保育園
学校法人清泉学園ゆりかご認定こども園
学校法人東北工業大学
学校法人西多賀学園西多賀幼稚園
学校法人西多賀学園まつぼっくり保育園
学校法人沼田学園しげる保育園
学校法人沼田学園しげる幼稚園
学校法人旗立学園やまびこ幼稚園
学校法人前田学園認定こども園くりっこ保育園
学校法人前田学園認定こども園くり幼稚園
鹿野児童館
株式会社lumiereひまわり　ひまわり保育園
株式会社アイリスプラザダイシン長町店
株式会社赤井沢
株式会社ウジエスーパー長町店
株式会社ウジエスーパー西多賀店
株式会社えとふぇ
株式会社オートランドリータカノ
株式会社オフィスベンダー西中田店
株式会社オリジンケア和み園　
株式会社花兄園
株式会社桂設計
株式会社河北仙販長町支店
株式会社きらやか銀行富沢支店
株式会社金魂茂庭荘
株式会社幸楽苑西多賀店
株式会社柴田建設工業
株式会社仙台北辰長町店
株式会社太白カントリークラブ
株式会社ダイユーエイト仙台茂庭店
株式会社丈青果
株式会社トーキン　
株式会社にしき食品
株式会社日産サティオ宮城長町店
株式会社ニトリ仙台西多賀店
株式会社袋原在宅介護サービスセンターデイサービスおいちゃん家
株式会社フラワープロデュースtekuteながまち店
株式会社北文社
株式会社ホットマンイエローハット西多賀店　
株式会社ホテル佐勘
株式会社ホテル華乃湯
株式会社宮交自動車学校
株式会社ヤマザワ中田店　
株式会社ヤマザワ長町南店
株式会社ヤマザワ茂庭店
株式会社ヨークベニマルあすと長町店
株式会社ヨークベニマル仙台西の平店
株式会社ヨークベニマル太子堂店
株式会社ヨークベニマル茂庭店
株式会社ヨークベニマル山田鈎取店
株式会社ロフト　仙台長町ロフト
株式会社和敬商事そば処登喜和
株式会社和田商レナークVivian
上野山児童館
カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）
カラカミ観光株式会社ホテル瑞鳳
ガラス工房尚
牛たん炭焼利久富沢店
魚菜四季ひょうたん
漁亭浜やあすと長町店
着る物処和呉屋
グリーンライフ仙台
ケーズデンキ仙台太白店
げんき堂整骨院ララガーデン長町
公益財団法人仙台市医療センター介護老人保健施設茂庭台豊齢ホーム
公益財団法人鉄道弘済会仙台保育所こじか園
公益財団法人日本盲導犬協会仙台訓練センター
公益財団法人宮城厚生協会長町病院（一般社団法人宮城県作業療法士会）
光塩幼稚園
合同会社西友太白店
合同会社ビッグママ
珈琲倶楽部仙台カフェ Raizo　
郡山遺跡発掘調査事務所
郡山児童館
国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所
ココス仙台長町店
ことばわーるどスターリー
米工房いわい
金剛沢児童館
サンマリ向山店
自家焙煎珈琲豆工房ほの香
社会福祉法人青葉福祉会八木山あおば保育園
社会福祉法人幸生会太子堂すいせんこども園
社会福祉法人こーぷ福祉会こーぷのお家緑が丘

株式会社鐘崎
株式会社こだま
株式会社コナカ古城店
株式会社伸電
株式会社ツゲ自転車店
株式会社ツルハドラック仙台沖野店
株式会社東北マツダ六丁目店
株式会社パンセ　パンセ遠見塚本店
株式会社舞台ファーム
株式会社未来企画（アンダンチ）
株式会社ヤマザワ荒井店
株式会社ヨークベニマル仙台六丁の目店
株式会社ヨークベニマル遠見塚店
上飯田くるみ保育園
萱場商店
木ノ下デイサービスセンターコスモス
桐ケ窪畳商工
グループホームなんてん伊在荘
ケアパートナー若林
公益財団法人仙台市公園緑地協会海岸公園事業所
合同会社西友大和町店
サイト工業株式会社
サン移動通信サービス株式会社
七郷児童館
社会福祉法人青葉福祉会荒井青葉保育園
社会福祉法人愛子福祉会フォンテーヌ
社会福祉法人ウエル千寿会特別養護老人ホーム萩の風
社会福祉法人幸生会河原町すいせんこども園
社会福祉法人仙台愛隣会穀町保育園
社会福祉法人仙台市社会事業協会仙台保育園
社団福祉法人光の子福祉会卸町光の子保育園
小規模多機能型居宅介護「ごきげん」五橋・グループホーム「ごきげん」五橋
紳士服コナカ古城店
スーパービッグ六丁の目店
セブンイレブン仙台六丁の目北町店
仙台こども保育園
仙台市衛生研究所
仙台市蒲町保育所
仙台市上飯田横堀保育所
仙台市環境局若林環境事業所
仙台市木ノ下保育所
仙台市子育てふれあいプラザ若林
仙台市保健所食品監視センター
仙台市南小泉保育所
仙台市立蒲町小学校
仙台市立遠見塚小学校
仙台市立大和小学校
仙台市若林障害者福祉センター
仙台市若林体育館
仙台ターミナルビル株式会社荒井事業所
仙台農業協同組合中央営農センター
セントケアホーム若林
セントケア若林デイサービスセンター
セントケア若林
高橋満電工株式会社
ちゃいるどらんど六丁の目保育園
ツクイ若林七郷
ツルハドラッグ仙台荒町店
デイサービス憩いの園すみれ
デイサービス連坊音楽館
東北かながわ株式会社
遠見塚児童館
特別養護老人ホーム成仁社杜の里仙台
特別養護老人ホーム萩の風
トヨタカローラ宮城株式会社遠見塚店
ドラッグヤマザワ荒井店
日本マクドナルド株式会社仙台沖野店
認知症対応型共同生活介護施設くつろぎ保養館仙台東
農事組合法人井土生産組合
農事組合法人クローバーズファーム
ハリウコミュニケーションズ株式会社
ヒットカット
ファッションセンターしまむら若林店
ファミリーマート若林荒井店
マザーズ・サンピア保育園
南小泉児童館
南材木町児童館
宮城菅公学生服株式会社
みやぎ生活協同組合荒井店
みやぎ生活協同組合沖野店
みやぎ生活協同組合新寺店
みやぎ生活協同組合南小泉店
宮城トンボ株式会社
村上生花店
メガネの相沢荒井店
メガネの相沢大和町店
やまとまちあから保育園
有限会社遠藤自動車塗装
有限会社菓子工房ブルームーン
有限会社ジュミズワールド
有限会社タカハシ運動具店
有限会社高橋写真製版
有限会社チェルシー
ユニクロ若林荒井店
老人保健施設はくれい
ローザス洋菓子店
六郷市民センター
六丁の目マザーグース保育園
若林区中央市民センター
若林どろんこ保育園

【太白区】
CILたすけっと
eurobus fleur
inanna'tier hair design
modern craft モダンクラフト長町南店
MOVIX仙台
YMCA南大野田保育園
愛の家グループホーム仙台東中田　
アイン薬局長町店
アカチャンホンポララガーデン長町店
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バースデイ中山店
八文字屋書店
八文字屋書店セルバ店
美容室シローの店泉中央店
ブックオフスーパーバザー仙台泉古内店
ブックスなにわ仙台泉店
ホームセンターコーナン南光台東店
ホビーショップタムタム仙台店
マクドナルド泉中山店
マックスバリュ南東北株式会社ザ・ビッグ仙台南光台店
マックスバリュ南東北株式会社ザ・ビッグ仙台八乙女店
マリーン調剤薬局南光台店
南中山児童センター
南中山市民センター
宮城県赤十字血液センター
宮城県図書館
みやぎ生活協同組合黒松店
みやぎ生活協同組合南光台店
みやぎ生活協同組合虹の丘店
ムッシュ マスノ アルパジョン仙台泉八乙女店
無添くら寿司仙台泉店
明泉高森幼稚園
明泉丸山幼稚園
メガネの相沢ヨークタウン市名坂店
モスバーガー仙台泉中央店
八乙女児童館
館児童センター
ヤマザワ加茂店
ヤマト運輸株式会社仙台野村センター
有限会社アルファインマクドナルドフランチャイジー マクドナルド市名坂店
有限会社サンライフコミュニティ市名坂薬局
有限会社サンライフコミュニティ八乙女薬局
有限会社みうら写真スタジオ
有限会社メープルグループホームひまわり
有限会社メープル小規模多機能型居宅介護ひまわり
洋服の青山仙台市名坂店
ローソン仙台住吉台西四丁目店
ローソン仙台高森店
ローソン仙台長命ケ丘一丁目店

【仙台市外】

〈塩釜市〉
共同組合連合会塩釜水産物仲卸市場

〈大和町〉
宮城大学生活協同組合

〈多賀城市〉
イオン多賀城店
株式会社ヤマザワ多賀城店
株式会社ヨークベニマル多賀城店
蔦屋書店多賀城市立図書館
松島蒲鉾本舗多賀城工場
みやぎ生活協同組合高砂店

〈富谷市〉
明石台若樹の森こども園
みやぎ生活協同組合明石台店

〈名取市〉
イオンリテール株式会社イオンスタイル名取
株式会社コナカ　名取店
株式会社東建工営
株式会社ヨークベニマル名取西店
株式会社ヨークベニマル名取バイパス店
靴下屋イオンモール名取店
ケーズデンキ仙台南店
公益財団法人名取市文化振興財団名取市文化会館
スーパースポーツゼビオ名取店
スーパー銭湯極楽湯名取店
ツルハドラッグ名取店
日本トイザらス株式会社ストイザらス・ベビーザらス　名取りんくうタウン店
ハンバーグレストランHACHI名取本店
ペンギンインターナショナルスクール

〈利府町〉
ウジエスーパー利府店
学校法人東北外語学園利府おおぞら保育園
株式会社ヨークベニマル利府店
ダブルストーン 利府店
パンセ利府本店

株式会社ヨークベニマル泉将監店
株式会社ヨークベニマル泉野村店
株式会社ヨークベニマル泉古内店
株式会社ヨークベニマル市名坂店
株式会社ヨークベニマル上谷刈店
株式会社ヨークベニマル南光台店
株式会社ヨークベニマル南中山店
株式会社ルネサンス  スポーツクラブルネサンス仙台泉中央
株式会社ルネサンス  スポーツクラブ＆スパルネサンス仙台南光台24
加茂児童センター
函太郎仙台市名坂店
北中山児童センター
グループホームフォークソング
黒松児童館
黒松市民センター
ケアハウスそれいゆ
ケンタッキーフライドチキン仙台泉中央店
巧成建設株式会社
向陽台児童館
コスモス松陵
サイゼリヤ泉中央店
酒のやまや泉野村店
ジーユーヨークタウン市名坂店
シベールの杜南中山店
社会福祉法人一寿会住吉台保育園
社会福祉法人一寿会長命ヶ丘つくし保育園
社会福祉法人鼎会桂こどもの城保育園
社会福祉法人仙慈会高森サーラ保育園
社会福祉法人仙台YMCA福祉会YMCA加茂保育園
社会福祉法人仙台市社会福祉協議会泉区事務所
社会福祉法人創生会
社会福祉法人太陽の丘福祉会仙台ローズガーデン
社会福祉法人北杜福祉会泉第２チェリーこども園
社会福祉法人北杜福祉会泉チェリーこども園
社会福祉法人やまとみらい福祉会特別養護老人ホーム抱優館八乙女
社会福祉法人緑仙会パルいずみ
障害者支援施設仙萩苑
将監児童館
将監児童センター
将監西児童館
松陵児童センター
松陵市民センター
紳士服のコナカ仙台泉中央店
スイーツ・スイートFUKUDA
ズーズーカンパニー八乙女店
スーパースポーツゼビオ仙台泉中央店
スーパービバホーム仙台中山店
スポーツデポ仙台泉店
住吉台児童センター
セブンイレブン仙台明石南２丁目店
セブンイレブン西田中松下店
セレモニーホール掬水苑いずみ
せんだい泉エフエム放送株式会社（fmいずみ）
仙台市泉海洋センター
仙台市泉障害者福祉センター
仙台市泉図書館
仙台市泉ひまわりの家
仙台市泉ふれあいの家
仙台市屋内グラウンド（シェルコムせんだい）
仙台市環境局廃棄物事業部泉環境事業所
仙台市黒松保育所
仙台市健康増進センター
仙台市向陽台保育所
仙台市子育てふれあいプラザのびすく泉中央
仙台市スポーツ振興事業団泉総合運動場
仙台市長命ヶ丘保育所
仙台市鶴が丘保育所
仙台市七北田公園都市緑化ホール
仙台市七北田保育所
仙台市水の森公園キャンプ場
仙台白百合女子大学
仙台市立黒松小学校
仙台市立長命ケ丘小学校
仙台市立根白石小学校
仙台市立福岡小学校
仙台市立八乙女小学校
仙台スタジアム
仙台ヒルズゴルフ倶楽部
仙台八乙女雲母保育園
セントケア北中山
セントケア南中山デイサービス
専門学校東北動物看護学院
そらのこ保育園
大和ハウス工業株式会社仙台支社
高森児童センター
高森市民センター
高森東児童センター
ダブルストーン加茂店
長命あべ歯科
長命ヶ丘児童センター
長命ヶ丘市民センター
ツクイ南中山
ツルハドラッグ泉古内店
デイサービスてるてる家族
寺岡児童センター
寺岡市民センター
寺岡すいせんこども園
寺岡地域包括支援センター
東北学院大学泉キャンパス
特別養護老人ホーム愛泉荘
特別養護老人ホーム泉音の郷
特別養護老人ホーム水泉荘
七北田児童センター
南光シオン幼稚園
南光台児童館
南光台市民センター
南光台保育園
南光幼稚園
虹の丘保育園
ネクサスコート泉中央
根白石温水プール
根白石児童館

みやぎ生活協同組合八木山店
みやぎ生活協同組合柳生店
宮城第一信用金庫大野田支店
向山児童館
むぎの里仙台長町店
メガネの相沢太白山田店
メガネの相沢南仙台店
麺匠玄龍ララガーデン長町店
モスバーガー仙台西多賀店
茂庭台児童館
茂庭台市民センター
杜の都信用金庫西多賀営業部
八木山あおば保育園
八木山オレンジ薬局
八木山カトリック幼稚園
八木山市民センター
八木山つどいの家
八木山デイサービスセンター
柳生児童館
山田市民センター
山田デイサービスセンターそよ風
やまなか家仙台西多賀店
有限会社鴻巣そんぽの家仙台中田
有限会社写真・せんなん　
有限会社ハートマーケット
有限会社はな企画
有限会社繁樹園
有限会社山田理美容室
ユニクロララガーデン長町店
洋服の青山仙台あすと長町店
吉野家286号線西多賀店
和雑貨フォトスタジオなごみ

【泉区】
ALICE　WORLD
Ange Ciel
Cafe ＆ Dogs Boweyes
DCMホーマック株式会社泉店
hair produce Lion Heart
Hair Select PASSION
JCOM仙台キャベツ
LUCID STYLE SHIKI
Ｍｔ．石井スポーツ仙台泉店
NPO法人せんだい杜の子ども劇場
アイスリンク仙台
あい薬局
アカチャンホンポアリオ仙台泉店
アスク八乙女保育園
イエローハット泉加茂店
イエローハット泉バイパス店
イエローハット長命ヶ丘店
イエローハット八乙女店
イオンリテール株式会社イオン仙台中山店
泉ヶ丘児童センター
泉区中央市民センター
泉国際ゴルフ倶楽部
泉中央南デイサービスセンター
泉中央老人福祉センター
泉パークタウンタピオ
一般社団法人小羊園
医療法人泉整形外科病院介護老人保健施設コスモス
医療法人社団清山会いずみの杜診療所
医療法人徳洲会仙台徳洲会病院
医療法人松田会介護老人保健施設エバーグリーン・イズミ
ウィナーテニスショップ株式会社
ウエルシア仙台泉高森店
ウエルシア仙台鶴が丘店 
ウジエスーパー明石南店
オーエンス泉岳自然ふれあい館
奥羽自動車学校
お茶の井ヶ田喜久水庵泉高森本店
音楽リハビリデイサービスゆらリズム南光台店
介護老人福祉施設泉ふるさと村
学校法人いずみ学園将監幼稚園
学校法人おおとり学園南光紫陽幼稚園
学校法人秀志学園泉の杜幼稚園
学校法人庄司学園根白石幼稚園
学校法人菅原学園こどもの国幼稚園
学校法人双葉学園ふたばエンゼル幼稚園
学校法人ホライゾン学園（仙台校）
学校法人村山学園南光のぞみ保育園
学校法人ろりぽっぷ学園ろりぽっぷ泉中央南園
桂こどもの城保育園
桂児童センター
株式会社GARGOYLLE
株式会社Seria南光台店
株式会社アイリスプラザダイシン桂店
株式会社アイリスプラザダイシン長命ヶ丘店
株式会社阿部蒲鉾店
株式会社いがらしデイセンター
株式会社泉緑化ガーデンナーセリー・グリーンスポット
株式会社ウェルフェア―フォレストグループホームいずみの里
株式会社北日本吉野家４号線仙台山の寺店
株式会社コジマ  コジマ×ビックカメラ泉中央店
株式会社ごんきや南光台支店
株式会社沢本自動車
株式会社ジェイネックス
株式会社高長商店
株式会社ダスキンプロダクト東北
株式会社道とん堀上谷刈店　　
株式会社トップカール
株式会社南光台金物
株式会社南光台金物長命ケ丘支店
株式会社ニトリ仙台松森店
株式会社ニトリデコホームブランチ仙台店
株式会社ハシカンプラ
株式会社ファインキッズ
株式会社藤崎フードマーケットフジサキ
株式会社ベストライフ  ベストライフ仙台
株式会社ベルジョイスビックハウス八乙女店
株式会社ヤマザワ住吉台店

事務所名の誤りや掲載もれなどございましたら、
お詫び申し上げます。
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仙台市教育委員会

フリータレント ワッキー貝山 さん

担当：仙台市教育委員会　学びの連携推進室
TEL：022-214-8438　E-mail：kyo019120_11@city.sendai.jp

この活動に関心のある、またはご協力いただける事業所の方は仙台市教育委員会の
下記担当までご連絡ください。詳細についてご説明させていただきます。

○各中学校の担当教員が、受入れのお願い、事前の打ち合わせ、当日の巡回指導やお礼に伺い
ます。

○新入社員やアルバイトと同じように、教え、鍛えてください。
○体験時間や内容については、各事業所の都合を優先していただいて結構です。担当教員に
ご相談ください。

○体験内容や指導についての疑問等は、各中学校の担当教員にお尋ねください。ご説明さ
せていただきます。

○誠に恐縮ですが、この体験活動への協力につきましては、報酬がありません。ボラン
ティアでの受入れを、どうぞよろしくお願いします。

○万一、生徒が活動中にけがをしたり、事業所の方にけがを負わせてしまったり、商品等を破損して
しまったりした場合に備え、保険を掛けています。また、食品等を扱う事業所で、体験前に細菌検
査が必要な場合には、担当教員にお申し出ください。

○生徒の個人情報について、学校と情報交換を行い、取扱いについてはご注意ください。

中学生に職体験活動の機会を！受け入れにご協力をお願いします！

イタリアンレストラン チロル仙台店（広瀬中） 仙台市動物管理センター（中野中）

シンガーソングライター 伊東 洋平 さん 仙台89ERS 片岡 大晴 選手

トヨタカローラ宮城名取店（袋原中）

仙台自分づくり教育
中学校における職場体験活動

子どもの健全な育成に、大人の果たす役割は大きいものです。
「子育て」「人づくり」は、社会全体で取り組むべきことです。ご協力をお願いいたします！

仙台商工会議所　宮城県中小企業団体中央会　みやぎ仙台商工会
協同組合日専連仙台　宮城県中小企業家同友会　仙台青年会議所　仙台市PTA協議会

©Rakuten Eagles

私たちも「仙台自分づくり教育」を応援しています！

私たちも「仙台自分づくり教育」を応援しています！

東北大学教授
川島 隆太 先生

歌手
さとう 宗幸 さん

東北楽天
ゴールデンイーグルス
浅村 栄斗 選手

受入れ事業所のメリット
〇将来に向けた産業界を担う人材育成につながります！
　中学生が職場体験活動を経験し、仕事に対する熱意や技術の高さを体験することで、将来
の職業に対する夢や憧れを育て、未来を支える人材の育成につながります。

〇指導に当たる社員の意識向上が期待できます！
　人に何かを伝えるためには、自分が仕事について理解を深めなければなりません。自分の
仕事を中学生に伝えるためには、分かりやすく、言葉をかみくだいて説明する必要がありま
す。この経験が、新入社員等への指導の際に生きてきます。

〇職場の活性化につながります！
　中学生を受け入れることで、自分たちの職場を新鮮な目で見直すことができます。仕事へ
の誇りや意欲の向上につながり、社内の活性化やモチベーションのアップにつながります。

〇地域における事業所の認知度の向上が期待できます！
　教育への参画を通しての社会貢献につながります。働くことの意味や大切さを伝えること
で、親や大人への感謝の気持ちが芽生え、地域や社会から信頼される会社へとつながります。

（文部科学省「中学校職場体験ガイド」より）
熊ケ根保育所（広陵中）

高橋満電工（沖野中）

やまなか家仙台郡山店（袋原中）モスバーガー仙台泉中央店（向陽台中）
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