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講師の方から、社会に出たときに必要となる基本的マナー
を習いました。相手への心遣いの大切さや、自分が置かれた
場所で自分がやるべきことをしっかり務めることの重要性を
学びました。

職業講話・マナー講座

●令和２年度の職場体験活動はコロナ禍のため、残念ながら中止
となりましたが、事業所は感染対策バッチリです！中学生は地域
の宝です。中学生の将来のため、地元の活性化のため、職場体
験活動大歓迎です！【レストランKAYA】
●感染予防のための消毒作業や飛沫対策等を万全に進めなが
ら、生徒の受入れができるかどうか、慎重に検討していく必要が
あります。【株式会社フラワー中山】
●以前、職場体験で受け入れた生徒が大学生になって「アルバイト
で来ました！」ということもありました。地域と共に成長していく
生徒の姿がとても楽しみでもあり、心強さもあります。　　　
【有限会社とらの子】

事業所の声

令和２年10月29日、仙台市役所にて、「第５回仙台自分づくり教育ア
ワード」を開催しました。今年度は、新型コロナウィルス感染症の影響によ
り、特別功労者表彰式のみ開催し、功労者表彰については、各学校から表
彰状をお渡ししました。表彰数は、特別功労者14団体・個人、功労者241
団体・個人となっております。今回は、仙台子ども体験プラザ「スチューデン
トシティ」「ファイナンスパーク」の協賛企業への表彰もありました。
開催規模を縮小してのアワードとはなりましたが、子どもたちの希望に満ちた未来のために、長
年にわたって多大なるご貢献をいただきました皆様へ、感謝の気持ちを伝えることができました。
また、仙台自分づくり教育の意義や体験活動の素晴らしさ、本事業が多くの地域の皆様に支えら
れていることを改めて共有する機会となりました。
仙台自分づくり教育アワード特別功労者表彰式の様子は、仙台市教育委員会

ホームページに掲載しておりますので、是非ご覧ください。

毎年度、仙台市立中学校出身の20歳の方々を招き、職場体験活動で学
んだことや、今に生かされていることなどについてお話をうかがい、仙台
自分づくり教育の推進に役立てています。

第二中 アナウンサーから言葉の
使い方について

秋保中 女将さんから作法の
手ほどきについて 上杉山中 仕事のやりがいについて 西多賀中 講師と教員との打合せ

●失敗しても諦めずに一生懸命に努力すれば、必ず誰かが見ていてくれるという事を学
びました。夢に向かって頑張ろうと思います。
●「働くこと＝収入を得ること」としか思っていませんでしたが、働くことは誰かの役に立
つこと、そして、それだけの価値があることだと知ることができました。
●普段は何気なく見ている仕事にも、多くの方の苦労や喜びが詰まっていることに気付
きました。進路を決めていく中で、しっかり考えていきたいと思います。

生
徒
の
感
想 《受章者》

〇アイリスオーヤマ 株式会社 様
〇株式会社 河北新報社 様
〇セコム 株式会社 様
〇東日本電信電話 株式会社 様
〇株式会社 ローソン 様

《受章者》
〇相澤 頼三郎 様
〇合同会社 西友 様
〇株式会社 ツルハ 様
〇株式会社 ヤマザワ 様
〇株式会社 ヨークベニマル 様

〇株式会社 菓匠三全 様
〇株式会社 七十七銀行 様
〇ゼビオ 株式会社 様
〇ヤマト運輸 株式会社 様

　デイサービスでお年寄りと会話をしたり、一
緒に体操をしたりしました。交流を重ねたことで
根気強く信頼してもらえるよう会話をしていくこ
との大切さを学びました。 

　職業や働くことに関連した本を読むことも参
考になると思います。 

　仕事をしている人の話を聞いたり、オンライン
を活用したりするだけでもいいと思います。

　体験ができなくても、身の回りには職業に関
心を持つきっかけがいろいろあると思います。

　お弁当店の方が商品を売るだけではなく、笑
顔などの明るさも大切にしていることがとても印
象に残っており、本当に大切なのは人なのだと
いうことを学びました。 

　職場体験活動を振り返って、今の自分に
生かされていることは何ですか？Ｑ１ 　今年度はコロナ禍により体験できなかっ

た中学生が多くいましたが、これからの職場
体験活動の在り方についてどう考えますか？

Ｑ2 

詳
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は

こ
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ら
へ

第５回仙台自分づくり教育アワード特別功労者表彰式コロナ禍での「学校の取組」＆「事業所の声」

－職場体験活動の部－－スチューデントシティ協賛企業の部－

20歳の
座談会
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感染症対策により1年間休館しましたが、「できること」に取り組みました

「体験活動はできないけれど、社会の仕組みや企
業で働く様子を見てほしい」
協賛企業の皆様にご協力をいただき、それぞれの
取組や仕事への想いを映像に収めました。この映像
は、小学校高学年向けに制作されたものですが、過
去に生徒がスチューデントシティで経験した企業の
取組、働く方々の苦労・やりがいなどを知ることがで
き、中学校での自分づくり教育の活動にも活用でき
る内容です。
映像は、「仙台子ども体験プラザ協賛企業 動画の
配信」として各校へ通知しておりますので、是非ご活
用ください。

地域の方や社会人講師の話を聞き、自分の
将来に対して夢や目標を持つことや、意欲的に
学習に取り組むことの大切さに気付かせます。

それぞれの事業所において、専門的な技術・技能を体験的に学
習します。

スチューデントシティ
「会場で体験はできないけれど、ファイナンスパー
クの内容に少しでもふれてほしい」
今年度は、各学校で実践できる「短縮版ファイナン

スパーク」の教材を市内中学校に提供しました。体験
プラザのサイトマネージャーが、出前講座として中学
校６校で短縮版ファイナンスパークを行いました。「限
られた収入の中でも、ここを優先して楽しく暮らした
い」など、中学生が考える「豊かさ」は様々でした。一
時大人になることで、今の自分、今後についてじっく
り考えた時間でした。

ファイナンスパーク

高所作業の
様子を撮影中

記者の仕事に
密着

お互いの
考えを交流

学年の先生も大人
としてアドバイス

職場体験活動を行う前に、お世話になる事業所に事前に生徒自身
で連絡をして、詳細を確認しました。要点を短く正確に伝えることの重
要性を学ぶとともに、事前に会話をすることで、実際のやり取りから緊
張感や不安が取り除かれ、活動に向けた心構えとなります。【郡山中】

事業所への連絡

事業所で体験したことをまとめて伝えるための発表会を開催しまし
た。掲示物やパワーポイント資料として分かりやすく伝えるために工
夫しました。また、友達の発表を聞いて多くのことを学び、様々な業種
の特徴や働いている方の工夫を知ることができました。【南小泉中】

職場体験活動 発表会

職場体験活動の「事前学習」と「事後学習」

事業所一覧

仙台子ども体験プラザ 令和2年度の歩み

夢教室（小学校）
（95校で開催）

インターンシップ（高等学校）

【NTT東日本株式会社】【株式会社 河北新報社】

【歌手 さとう宗幸さん】 【株式会社ユアテック】【宮城ホンダ販売株式会社】

【錦ケ丘中】

青葉区
mani CREARE 仙台店
ガーデンガーデン
株式会社サンデー愛子店
株式会社東陽写場
株式会社やんちゃぼうず
サッカーショップＫＡＭＯ 仙台パルコ店
スリーエム仙台市科学館
セブンイレブン仙台熊ヶ根店
せんだい環境学習館たまきさんサロン
仙台市教育局学校教育部学びの連携推進室
仙台市熊ヶ根保育所
仙台市交通局
仙台市博物館
仙台市広瀬図書館
仙台市広瀬文化センター
仙台市宮城広瀬総合運動場
東北学院大学 土樋キャンパス
広瀬市民センター
宮城西市民センター

宮城野区
仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール
仙台市動物管理センター
仙台市歴史民俗資料館
宮城野原公園総合運動場 仙台市陸上競技場
陸上自衛隊仙台駐屯地

若林区
荒井マーヤ保育園
イオン東北株式会社イオンスタイル仙台卸町
株式会社ツゲ自転車店
社会福祉法人どろんこ会 若林どろんこ保育園
セブンイレブン仙台南小泉１丁目店
仙台市立遠見塚小学校
仙台市立南小泉中学校
仙台市若林図書館
ダブルストーン大和町店
小さき花幼稚園
ツルハドラッグ仙台大和町店
遠見塚児童館
南小泉児童館
宮城菅公学生服株式会社
宮城ダイハツ販売株式会社六丁の目店
宮城トンボ株式会社
やまとまちあから保育園
有限会社タカハシ運動具店
洋服の青山 仙台遠見塚店
若林児童館
若林体育館

太白区
Dog＆Cat Hospital GALFAR
秋保市民センター
秋保リゾートホテルクレセント
エフエムたいはく株式会社

奥州秋保温泉 蘭亭
大野田児童館
お茶の井ヶ田株式会社（アグリエの森）
学校法人郡山学園 すがわら幼稚園
学校法人沼田学園 しげる保育園
株式会社オフィスベンダー西中田店
株式会社金魂茂庭荘
株式会社柴田建設工業
株式会社𠀋青果
株式会社ヌマタ
株式会社ハーレーダビッドソン仙台
株式会社ホテルきよ水
株式会社ホテル華乃湯
河北仙販 郡山支店
カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）
元気くん市場 仙台南店
郡山児童館
郡山デイサービスセンター
国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
米工房 いわい
ザ・ビッグ仙台郡山店
セブンイレブン仙台郡山4丁目店
仙台市環境局太白環境事業所
仙台市教育局文化財課 郡山遺跡発掘調査事務所
仙台市子育てふれあいプラザのびすく長町南
仙台市縄文の森広場
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
仙台市人来田保育所
仙台市野草園
仙台市湯本保育所
太子堂すいせんこども園
地底の森ミュージアム（仙台市富沢遺跡保存館）
ツルハドラッグ山田鈎取店
日本郵便株式会社 秋保郵便局
ハートマーケット長町店
八本松児童館
八本松市民センター
浜や あすと長町店
東長町児童館
人来田マイスクール児童館
ホテル瑞鳳
ミニトマト農家 相澤 宏樹
宮城自動車学校
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
八木山動物公園フジサキの杜
山田市民センター
ヤマト運輸株式会社 仙台太白東支店
ユニクロ ララガーデン長町店
湯元児童館

泉区
仙台スタジアム

※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（102ヶ所）です。（区別順）
※事業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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仙台市湯本保育所
太子堂すいせんこども園
地底の森ミュージアム（仙台市富沢遺跡保存館）
ツルハドラッグ山田鈎取店
日本郵便株式会社 秋保郵便局
ハートマーケット長町店
八本松児童館
八本松市民センター
浜や あすと長町店
東長町児童館
人来田マイスクール児童館
ホテル瑞鳳
ミニトマト農家 相澤 宏樹
宮城自動車学校
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
八木山動物公園フジサキの杜
山田市民センター
ヤマト運輸株式会社 仙台太白東支店
ユニクロ ララガーデン長町店
湯元児童館

泉区
仙台スタジアム

※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（102ヶ所）です。（区別順）
※事業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。



○各中学校の担当教員が、受け入れのお願い、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、ご指導ください。
○体験活動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。
○体験活動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。

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）

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」を社会全体で一緒に取り組みましょう。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

アイリスオーヤマ
株式会社
大山 健太郎 会長

ローザス洋菓子店（南小泉中）

八木山動物公園フジサキの杜(郡山中)

𠀋青果（生出中）

ガーデンガーデン（広陵中）

浜や（郡山中）

秋保リゾートホテルクレセント（秋保中）

太白山自然観察センター（人来田中）

民謡歌手
庄司 恵子 さんサイエンス

インストラクター
防災士
阿部 清人 さん

仙台フィルハーモニー
管弦楽団
熊谷 洋子 さん

お笑い芸人
サンドウィッチマン さん

仙台市教育委員会

仙台自分づくり教育

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！

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！

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
担当室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。

※本リーフレットに掲載している事業所名の敬称を省略させていただいております。ご了承ください。

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

受け入れ事業所のメリット

令和3年3月発行

ベガルタ仙台
地域連携課スタッフ
菅井 直樹 さん
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