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学校へ!!



企業連携による
教育力向上推進事業とは?

事業の目的
家庭や地域の教育力が低下している状況の中，子どもたちを取り巻く様々な課題の解決のために，
茨城産業会議の構成団体と連携し，学校・家庭・地域・企業が一体となって社会全体での教育力の向
上を図るための仕組みづくりを進めるものです。

1　「企業との連携による教育支援推進のための検討会」の設置
　○検討会構成員
・ 茨城産業会議構成団体代表（一般社団法人茨城県経営者協会，茨城県商工会議所連合会，茨城県商工会連合会，
茨城県中小企業団体中央会）
・市町村教育長協議会代表者，県校長会代表者（小中学校，高等学校，特別支援学校）
・教育次長（総括），義務教育課，高校教育課，特別支援教育課，生涯学習課

　○「企業と茨城県教育委員会との連携による教育支援推進に関する協定」の締結（平成 26年 3月 28日）

2　 「企業による学校支援ハンドブック」（企業が提供する学校支援メニューの一覧）の作成 

3　 「企業における家庭教育支援リーフレット」（企業の従業員向けの家庭教育学級等の開設
支援のための資料）の作成
　企業内で実施する家庭教育に関する事業（家庭教育学級，職場探検・見学など）を実施するための支援を県や
市町村が実施します。
・企業における家庭教育学級等の進め方や事例の紹介

4　「企業との連携による教育支援ウェブサイト」の作成
　○「学校支援メニュー」に関するデータの提供
・検索機能で希望する企業情報を提供
・企業による学校支援の事例紹介

　○「企業における家庭教育支援」に関するデータの提供
・講師情報の提供
・企業における家庭教育学級等の事例紹介



企業による学校支援
ハンドブックの使い方

直接企業へ電話，または，メールで連絡してください。その時，期日，実施場所，
人数等の条件をきちんと伝えてください。なお，企業の都合でハンドブックの条件と
おりにならないこともありますのでご承知ください。
※最新情報は，ウェブサイトをご覧ください。

メニューを見て，本校でも希望する講師をゲストティーチャーとして
お呼びしたいのですがどうしたらよいですか ?Q

このハンドブックでは，分野別のメニュー一覧だけを掲載しています。
市町村別・学校種別・教科別などについては，ウェブサイト上でご希望の企業を検
索してください。

分野ごとのメニュー一覧はありますが，市町村別の企業一覧はないの
ですか ?Q

支援内容等が決まっている場合は，ウェブサイト上にある登録用紙に記入し送信し
てください。
どのような教科や学年で実施できるかなど，具体的な内容のご相談につきましては，
県教育庁生涯学習課学習支援グループ（TEL.029-301-5322）までお気軽にご相談
ください。

うちの会社でも学校支援をやってみたいのですがどうしたらよいです
か ?Q
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企業による学校支援メニュー一覧
（凡例）
企業・事業所名 住所 担当 担当者名

TEL 電話番号 Mail メールアドレス

学校支援内容 対応校種 支援の範囲
1回の対応人数，費用，対応不可時期 等

【食　育】
水戸ヤクルト販売株式会社 〒311-4164

水戸市谷津町1-35
担当 免疫ライフサポート本部・課長：西村
TEL 0120-29-8960 Mail info@mito-yakult.co.jp

出前授業 「おなか元気教室」
※親子学級・学校保健委員会などにも対応

保・幼・小・中・特 全県（エリアにより未対応地区有）
300名まで　日・祝日は不可

古河ヤクルト販売株式会社 〒306-0015
古河市南町1-62

担当 広報室・次長：白戸
TEL 0280-31-8960 Mail hakuto@kogayakult.co.jp

出前授業 「おなか元気教室」
小 県西・県南地区
50～60名　土・日・祝日は不可

株式会社 小倉味噌店 〒315-0045
石岡市高浜831

担当 代表取締役：小倉
TEL 0299-26-3223 Mail kogane@oguramiso.co.jp

出前授業 「手作り味噌教室」への講師派遣
工場見学の受入れ

小 全県
20名まで　材料費（時価）

株式会社 鹿島アントラーズFC 〒314-0021
鹿嶋市粟生東山2887

担当 事業部・地域連携グループ長：城
TEL 0299-84-7438 Mail jo-yum@antlers.co.jp

出前授業「食育キャラバン事業」：栄養管理士による講義，
育成部コーチによる遊びを取り入れた運動

小・中 鹿嶋市，潮来市，神栖市，行方市，鉾田市
鹿島アントラーズホームタウン5市対象

株式会社 カスミ 〒305-8510
つくば市西大橋599-1

担当 食育担当マネージャー：高野
TEL 029-850-1897 Mail mayumi.takano@kasumi.co.jp

「食育体験教室」：スーパー内で，買い物ゲームやサラダ作り・
作業場の見学 (一部不可の店舗有り）
「弁当の日」：お弁当を作る講義と調理実習　他食育出前授業
スーパーマーケット見学の受入れ

小・中・高・特 全県
40名まで　お盆・正月等繁忙期は不可
※スーパーマーケット見学のみは，各店舗に問い合わせ

大黒家 〒311-3156
茨城町奥ノ谷47-3

担当 専務：圷
TEL 029-292-0070 Mail daikokuya0070@hb.tp1.jp

出前授業 「食育教室」
　食事の大切さ，食育基本法など（学年に応じて），職場体験の受入れ

小・中・高 茨城町，水戸市
食育教室：平日午後のみ，要交通費・資料代　職場体験：5名まで（土日不可）

東京ガス株式会社 常総支社 〒301-0004
龍ケ崎市馴馬町2517

担当 総務課・課長代理：佐川
TEL 0297-62-2804 Mail sagawa467@tokyo-gas.co.jp

出前授業
・育むエコ食　エコ・クッキングと食育を学ぼう（5・6年・中学生）
・燃料電池って何だろう（6年・中学生）
・ガスの歴史とくらしの変化（4～6年・中学生）
・都市ガスが家に届くまで（4～6年・中学生）
・守るぞ安全!ガス会社の仕事（3～4年）

小・中 龍ケ崎市，牛久市，利根町

40名まで
土・日は不可
育むエコ食：要材料費（学校側準備），アレルギーチェックの
事前確認

東京ガス株式会社 日立支社 〒317-0073
日立市幸町1-22-2

担当 総務グループ：小塚
TEL 0294-21-6071 Mail t-koduka@tokyo-gas.co.jp

出前授業：育むエコ食　くらしを支えるエネルギー　燃料電池
施設見学・講座（都市ガスの製造過程），職場体験の受入れ

小・中・高 日立市
対応人数は要相談　土・日・祝日は不可

森の石窯パン屋さん 〒309-1611
笠間市笠間2286-1

担当 マネージャー：根本
TEL 0296-74-0888 Mail info@mori-pan.com

出前授業（パン作り）
職場体験の受入れ（製菓・製パン）

高 県内
5名まで　水曜は不可　出前授業：要材料費

株式会社 真盛堂 〒307-0001
結城市結城1362

担当 代表取締役：石川
TEL 0296-33-3645 Mail 　

出前授業（ゆでまんじゅう作り講習会）
職場体験（和菓子製造）の受入れ

小・中・高 結城市
出前授業：30名まで，要謝金・材料費
職場体験：3名まで　木・土・日・祭日は不可 

いばらきコープ生活協同組合 〒319-0102
小美玉市西郷地1703

担当 渉外広報担当課長：藤田
TEL 0299-36-7266 Mail kazuhisa_hujita@coopnet.or.jp

出前授業「食育教室たべる，たいせつ」
施設見学（県内4店舗，13センター）
職場体験の受入れ（県内4店舗，13センター）

小・中・高・特 全県
出前授業：幼・小・関係団体・親子等 10～150名（調理は30名まで）
要講習料　施設見学：100名まで　職場体験：10名まで

食

育
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有限会社 横田農場 〒301-0803
龍ケ崎市塗戸町2047

担当 代表取締役：横田
TEL 0297-64-5813 Mail info@yokotanojo.co.jp

出前授業
　農業（主に稲作），米粉の利用や食育
農作業体験・職場体験の受入れ（主に稲作）

小・中・高・特 龍ケ崎市近隣
出前授業：50名まで，材料等必要な場合は実費
体験受入れ：20名まで　4月・6月上旬・8月中旬～10月上旬は不可

生活協同組合 パルシステム茨城 〒310-0022
水戸市梅香2-1-39

担当 組合員活動部 活動支援課：吉村
TEL 029-303-1616 Mail yoshimura-mayuko@pal.or.jp

食育出前授業
食育紙芝居，エプロンシアター（バランスよい献立づくり）
パネルシアター（おいしいお米ができるまで）
見学・職場体験の受入れ（県内7センター，1店舗）

小・特 全県

受入れ人数は要相談

【科学・理数】
コマツ 茨城工場 〒312-0004

ひたちなか市長砂163-46
担当 総務課：入江
TEL 029-265-2848 Mail shinichi_irie@komatsu.co.jp

出前授業
　エンジンの構造（エンジンの基礎知識）

小 ひたちなか市，その他要相談
30名まで　日曜は不可

キヤノン化成株式会社 〒300-1294
つくば市茎崎1888-2

担当 総務課：古田
TEL 029-876-2111 Mail furuta.natsumi@cch.canon.co.jp

出前授業：①カメラレンズ工作，マクロ撮影教室
　②環境リサイクル授業（ゲーム感覚で分別実験をする参加型授業）

小 つくば市，笠間市
人数は要相談

茨城県トヨタ販売会社グループ 〒310-0851
水戸市千波町1887

担当 茨城トヨタ自動車株式会社・総務部・主管：武藤
TEL 029-241-1511 Mail k_mutou@ibaraki-toyota.jp

出張授業「トヨタ原体験プログラム」
・（小学校4年生向けプログラム）クルマ原体験教室
　〈学習テーマ〉パワー&コントロール
・（小学校5年生向け）クルマまるわかり教室
　〈学習テーマ〉クルマと環境

小 全県

70名まで
※年間7～8回（毎年4月にHPで募集，多数の場合抽選）

茨城トヨペット株式会社 〒310-0851
水戸市千波町2028-1

担当 人事部・課長：満仲
TEL 029-244-9243 Mail mannaka-at@ibaraki-toyopet.jp

出前授業「トヨタ原体験プログラム」※上記参照
職場見学・職場体験の受入れ（小・中・高）
インターンシップ（高）

小・中・高 全県
月・祝日・お盆休みは不可
職場見学・職場体験・インターンシップ：1店舗4名まで

独立行政法人日本原子力研究
開発機構 大洗研究開発センター

〒312-0062
大洗町成田町4002

担当 管理部総務・共生課：大内
TEL 029-267-2494 Mail 　

出 前授業：避難訓練や防災訓練に併せた放射線や原子
力防災等の内容，研究開発等の内容
施 設見学の受入れ：研究開発や技術開発，原子力災害が
起きた場合の取組等

小・中・高 全県（出前授業：水戸地区）

施設見学：30名まで
7月下旬～8月は不可

関彰商事株式会社 〒305-0051
つくば市二の宮1-23-6

担当 総務・グループリーダー：小川
TEL 029-860-5151 Mail shinji.ogawa@sekisho.co.jp

出 前授業：太陽光発電，インターネットリスク，保険，
税金，就職支援（模擬面接），ビジネスマナー，チー
ムビルディング，Power Pointによる効果的な発表の
仕方，つくばFCレディースによるサッカー指導 等

職 場体験・見学の受入れ：自動車ディーラー，ガソリンス
タンド，コンビニエンスストア，介護施設
工 場等見学のあっせん：ソフト会社（マイクロソフト），自
動車工場（ホンダ），住宅組立工場（パナホーム）等

講 師派遣のあっせん：（出前授業）JAXA「準天頂衛星システム」，携帯
電話の安全な使い方，（交流）江崎玲於奈賞受賞者，博士課程大学院生

小・中・高・特 応相談

※ 多数のメニューを用意していますので，対象学校・学年・
対応人数・支援の範囲・対応不可時期等についてはご相談
ください。

Power Pointによる効果的な発表の仕方：要教材費

【環　境】
株式会社 明豊 〒310-0914

水戸市小吹町2335-1
担当 常務取締役：袖山
TEL 029-243-1622 Mail mito@meiho-p.co.jp

出 前授業：塗装で学校美化運動のお手伝い，塗装でで
きる安心・安全・省エネのお話，色の持つ潜在力

小・中 全県
5名まで

タカラビルメン株式会社 〒301-0002
龍ケ崎市中根台4-10-1

担当 専務取締役：湯原
TEL 0297-66-7111 Mail t-yuhara@takara-gr.co.jp

出前授業（清掃活動トレーニング）
　清掃のプロを派遣し，学校のトイレ清掃の指導

小・中・高・特 応相談
20～30名

科
学
・
理
数

食

育

環

境
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綜合建物サービス株式会社 〒302-0024
取手市新町6-17-1

担当 総務部長：星野
TEL 0297-74-3818 Mail info@sougo-ts.co.jp

出前授業
　床，階段，トイレ，洗面所，窓ガラス等の実践的な清掃手法の指導

小・中・特 取手市，守谷市，つくばみらい市
20名まで　繁忙日は不可（事前打合せ）

筑波学園ガス株式会社 〒305-0817
つくば市研究学園2-1-2

担当 地域貢献活動推進専任部長：白井
TEL 029-848-5151 Mail shirai@gas-tsukuba.co.jp

出前授業（エコクッキングインストラクターの派遣）
職場体験の受入れ

小・中 つくば市，つくばみらい市（供給エリア内）
職場体験：5名まで　エコクッキング：要実費
土・日・祝日，8月上旬～下旬・10月下旬は不可

東京ガス株式会社 常総支社 ※【食育】参照 東京ガス株式会社 日立支社 ※【食育】参照

キヤノン化成株式会社 ※【科学・理数】参照 茨城県トヨタ販売会社グループ ※【科学・理数】参照

茨城トヨペット株式会社 ※【科学・理数】参照 ぺんてる株式会社 茨城工場 ※【文化・伝統・芸術】参照

関彰商事株式会社 ※【科学・理数】参照

【安　全】

株式会社 石井商会 〒319-1543
北茨城市磯原町豊田324-4

担当 代表取締役：石井
TEL 0293-42-1150 Mail hide-i@jsdi.or.jp

出前授業：交通安全教室（大型トラック使用）
職場体験の受入れ（弱電製造工場）

小・中 北茨城市近隣
交通安全教室：500名まで　職場体験：5名まで

株式会社 NTTドコモ
担当 ケータイ安心教室事務局
TEL 0120-707-360 Mail k-tai-anzen@nttdocomo.com

出前授業（ケータイ安全教室）
入門編：身近なトラブル，携帯電話利用のマナー
応用編： スマートフォンのトラブル未然防止の知識，心構え

小・中・高 全県
入門編：小学校高学年～中学校　応用編：中学校～高校
人数は応相談

NTT東日本 茨城支店 〒310-0061
水戸市北見町8-8

担当 広報担当・主査：小池
TEL 029-215-2001 Mail kouhou@ml.ibaraki.east.ntt.co.jp

出前授業（ネット安全教室）
インターネット上のコミュニケーションのしかた，
マナーをテーマにした出張授業

小 全県

小4年～6年対象

KDDI株式会社
担当 KDDIケータイ事務局
TEL 0120-926-772 Mail 　

出前授業（KDDIケータイ教室）
ケータイを利用する際に守って欲しいルールやマ
ナー，トラブルや事件・事故を紹介し，子どもたち
が自らの判断でリスク回避する能力を身につける

小・中・高・特 全県

※保護者向けメニュー有

一般社団法人
茨城県トラック協会青年部会

〒310-0851
水戸市千波町千波山2472-5

担当 総務部 経理・交付金課 主任：小島
TEL 029-243-1422 Mail kojima@ibatokyo.or.jp

出前授業（交通安全事故防止教室）
トラックやダミー人形等を用いた実演交通安全事故防止教室（飛
び出し事故の恐ろしさ，死角について，内輪差と交通事故 等）

小・中 全県
100名まで　1月・3月・8月・12月は不可
年度内7回程度実施（先着順）

関彰商事株式会社 ※【科学・理数】参照

【キャリア教育】

茨城県職業能力開発協会 〒310-0005
水戸市水府町864-4

担当 総務課・課長補佐：杉本
TEL 029-221-8647 Mail soumu@ib-syokkyo.com

ものづくりマイスターの派遣（実技指導）：小・中・高
ものづくりマイスターが実技指導，体験教室，製作実演を実施
職場体験実習の受入れ：高

小・中・高 全県
派遣対象職種・体験内容・対応人数等について問い合わせください。
3月は原則不可

笹沼社会保険労務士事務所 〒310-0847
水戸市米沢町177-3

担当 所長：笹沼
TEL 029-291-6701 Mail info@sasanuma-jimusho.com

出前授業
・働くときに求められる基礎力に関する講師派遣
・「労働や社会保険の基礎知識」に関する講師派遣
・年金制度に関する講師派遣

小・中・高 全県

謝金・交通費は応相談
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中山株式会社 〒307-0007
結城市小田林2520-15

担当 総務部：山崎
TEL 0296-33-6995 Mail 　

流通や消費に関する講座の実施 （会社での実施）
　配送センターの仕組み，市場環境と酒類の流通
　酒類の消費動向

高 県内

10名まで

ネッツトヨタ茨城株式会社 〒310-0852
水戸市笠原町1674-1

担当 管理本部・課長：菊池
TEL 029-244-3000 Mail 3te@netz-i.jp

ビジネスマナー研修体験（当社研修センター）
出前授業（自動車やコミュニケーション等）
施設見学（小），職場体験（中・高）の受入れ

小・中・高 全県
月・土・日は不可　　　　ビジネスマナー：30名程度 
施設見学：20～30名　　職場体験：2名・2日間程度

株式会社 水戸京成百貨店 〒310-0026
水戸市泉町1-6-1

担当 人事担当課長：勝村
TEL 029-221-1482 Mail k-jinji@mitokeisei.co.jp

出前授業（ビジネスマナー研修，キャリア教育）
職場体験・実習の受入れ
※今まで実施している学校優先

高・特 水戸市近隣
1～4月・6～7月，11月～12月は不可
出前授業：要交通費 　※大学生も対応可

株式会社 伊勢甚本社 〒310-0026
水戸市泉町3-1-28-7F

担当 人事総務部・部長：高須
TEL 029-227-3411 Mail m-takasu@isejin.co.jp

テーブルマナー教室，接客マナー講習
職場体験，インターンシップの受入れ（ホテル・結婚式
場：県内7か所）

小・中・高 全県

営業状況による。（土・日・祝日は基本的に不可）　食事を伴う講習会の場合は実費

京三電機株式会社 〒306-0206
古河市丘里11-3

担当 人事室・係長：佐々木
TEL 0280-98-2023（内2178） Mail masakazu_sasaki@kyosan-denki.co.jp

出前授業（社会人としての心構え教室）：高
工場見学（燃料系自動車部品の製造工程），職場見学会の受入れ

小・中・高・特 全県
土・日・長期工場非稼動日は不可　小学生は高学年以上

公立学校共済組合水戸宿泊所
レイクビュー水戸

〒310-0015
水戸市宮町1-6-1

担当 主事補：高野
TEL 029-224-2727 Mail 　

接客に係る講義（言葉遣いや行動等），テーブルマナー
の講義・実践，職場体験の受入れ（ベッドメイキングや
宴会場の設営）

小・中・高・特 全県

講義：40名　職場体験：4名まで　※施設受入れ

関彰商事株式会社 ※【科学・理数】参照 株式会社 フットボールクラブ水戸ホーリーホック ※【スポーツ・体育】参照

【金融・経済・法律】
株式会社 常陽銀行 〒310-0021

水戸市南町2-5-5
担当 営業統括部・お客様サービス室・参事役：広瀬
TEL 029-300-1911 Mail 　

金融教室（常陽史料館：水戸市備前町）
職場見学の受入れ（各支店）

小・中・高・特 全県
30名まで　金融教室：月・土・日及び企画展準備期間（年6回・
各1週間程度）は不可　職場見学：土・日・祝日は不可

筑波総研株式会社 〒300-0032
つくば市竹園1-7

担当 取締役企画調査部長：和田
TEL 029-829-7560 Mail wada@tsukubair.co.jp

出前授業（金融教育）
「やさしい金融，経済のお話」，「銀行，日本銀行の役割」等（小・中）
「日本経済の現状」「世界経済の現状」等（高・専門学校）

小・中・高 全県

お盆・正月シーズンは不可　謝金・交通費応相談

結城信用金庫 〒307-8601
結城市結城557

担当 主事：宮澤
TEL 0296-32-2110（内722） Mail chiikikouken@yushinbank.jp

出前授業（金融教育）：小5～6年
職場体験の受入れ

小 県西地区店舗所在地
5・10日，月末，土・日は不可　職場体験：営業店の都合による

野村ホールディングス株式会社 〒100-0004
千代田区大手町2-1-1

担当 コーポレート・シティズンシップ推進室・課長：田中
TEL 03-3276-5315 Mail tanaka-076w@jp.nomura.com

出前授業（金融経済教育）
まなぼう教室「為替編」，「株式編」（小），投資体験プログラム
「投資って何?」（中），ライフプラン体験・プログラム（高）

小・中・高 全県

対応人数はプログラムによる　　※詳細はHPを参照

みとみらい法律事務所 〒310-0021
水戸市南町1-3-27-2

担当 代表：安
TEL 029-221-2675 Mail 　

出前授業（法教育）
事務所見学・裁判見学

小・中・高 全県
謝金・交通費応相談　出前授業50名まで　見学5名まで
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茨城県トヨタ販売会社グループ ※【科学・理数】参照 中山株式会社 ※【キャリア教育】参照

関彰商事株式会社 ※【科学・理数】参照

【情　報】
株式会社 茨城放送 〒310-8505

水戸市千波町2084-2
担当 総務局・課長：西村
TEL 029-244-2160 Mail 　

ラジオ放送局見学
　放送過程や仕組みの説明，生放送中のスタジオ見学

小・中・高 全県
30名程度 　平日のみ　13時～16時（30分程度）　人数・時間ともに応相談

株式会社 茨城新聞社 〒310-8686
水戸市笠原町978-25

担当 地域連携室長：細谷
TEL 029-239-3004 Mail chiikirenkei@ibaraki-np.co.jp

出前授業（新聞出前授業）
記者の仕事，新聞の読み方，記事の書き方，写真の撮り方，
見出しのつけ方，紙面のレイアウト等についての講師を派遣

小・中・高・特 全県

人数の制限はなし

株式会社 NTTドコモ ※【安全】参照 NTT東日本 茨城支店 ※【安全】参照

KDDI株式会社 ※【安全】参照 関彰商事株式会社 ※【科学・理数】参照

【文化・伝統・芸術】
ぺんてる株式会社 茨城工場 〒311-3497

小美玉市上玉里2239-1
担当 業務課・課長：遊馬（あそま）
TEL 0299-26-1211（内7233） Mail asoma@pentel.co.jp

出前授業
環境・エネルギーに対する取り組み紹介や理解促進：小・中・高
描画材（絵の具・クレヨン等）の実技講習：主に教師向け

工場見学の受入れ：小3以上，職場体験の受入れ：中・高

小・中・高 小美玉市近隣（原則）

当社出勤日のみ実施可能（応相談）　
工場見学：40名まで　職場体験：5名まで
出前授業：人数は相談，場合によって要材料費

茨城県板金工業組合青年部 〒311-4142
水戸市東赤塚2152-107

担当 青年部長：梅山
TEL 029-254-6120 Mail ibaraki-bankin@ipone.ne.jo

出前授業（金属板を遣った小物制作）
　表札，折り鶴（銅版），ちりとり（ガルバリウム鋼板）など

小・中 全県
40名まで　要交通費，要材料費　実施日は応相談

井上工房 〒309-1623
笠間市上加賀田737-8

担当 井上
TEL 090-3504-5393 Mail 　

出前授業（陶芸教室）
　陶芸作品（食器・土面等）制作

小・中・高・特 全県
30名まで　要謝金・交通費・材料費　火・金は不可

有限会社 常陸窯 いそべ陶苑 〒309-1722
笠間市平町341

担当 代表取締役：磯部
TEL 0296-77-1024 Mail info@kasamayaki.jp

出前授業：笠間焼（手ひねり，絵付け），職場体験の受入れ
小・中・高・特 全県
100名まで　要謝金・交通費・材料費

株式会社 向山窯 〒309-1626
笠間市下市毛1372-4

担当 田村
TEL 0296-72-0194 Mail info@kasamayaki.co.jp

出前授業（陶芸教室）
陶芸教室・工場見学の受入れ

小・中・高・特 全県
出前授業：人数無制限　陶芸教室の受入れ：10名まで
工場見学：30名まで　要謝金・交通費・材料費（実費）

山王窯 〒311-4612
常陸大宮市中居291

担当 菊池
TEL 0295-55-3922 Mail sannougama@gozenyamanoyakimono.com

出前授業
　土器作り，野焼き，陶芸制作全般　物作りに関する講話

小・中・高 全県
人数・日時は応相談　要材料費

工房 陶夢 〒309-1604
笠間市大渕501-2

担当 小林
TEL 0296-72-5520 Mail 　

出前授業（陶芸体験）
「笑顔を作ろう」自画像を笠間粘土の陶板に写し，色粘土で顔のパーツを作成

小・中 水戸市，那珂市，土浦市，つくば市
40名まで　水曜及び3月～5月中旬は不可　要材料費

株式会社 カギヤ楽器 〒315-0013
石岡市府中2-1-38

担当 代表取締役：須藤
TEL 0299-22-3100 Mail kagiyagk@cream.plala.or.jp

出前授業：吹奏楽，器楽合奏等の指導講師派遣
　オカリナ・ウクレレ・オルゴール他製作講座

小・中・高 石岡市近隣
要謝金・交通費・材料費（実費）　年末年始対応不可

奥順株式会社 〒307-0001
結城市結城12-2

担当 統括責任者：高橋
TEL 0296-33-5633 Mail tumuginoyakata@okujun.co.jp

結城紬の研修（資料館による受入れ）
　結城紬の歴史，結城の街の歴史，結城紬の工程の体験

小・中・高 全県
30名まで　火曜は不可　要材料費
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BACK YARD 〒311-3114
茨城町大戸3624

担当 小橋
TEL 090-8806-0266 Mail backyard501@gmail.com

木工のワークショップの受入れ
　壁掛け，イス等の製作

小 全県
要材料費　5名まで

有限会社 大津晃窯 〒309-1621
笠間市手越68

担当 店長：大津
TEL 0296-72-4323 Mail info@ohtsukouyou.com

体験教室（笠間焼きの手捻り，ロクロ，絵付け体験）
出前授業（同上）
職場体験の受入れ

小・中・高・特 全県
体験教室：300名まで　要謝金・交通費・材料費等
職場体験：5名まで

笠間工芸の丘株式会社 〒309-1611
笠間市笠間2388-1

担当 総務部・係長：長谷川
TEL 0296-70-1313 Mail info@kasama-crafthills.co.jp

陶芸体験・出張陶芸体験（手ひねり・絵付け体験）
インターンシップの受入れ（高）
施設見学の受入れ

小・中・高・特 笠間市
陶芸体験：100名まで　要材料費
出張体験：要出張費　インターンシップ：2名まで

合資会社 工芸物産 〒315-0045
石岡市高浜825

担当 専務：福田
TEL 0299-26-3221 Mail 　

出前授業（杉細工の製作教室）
製造過程の見学（杉細工製造）

小・中・高・特 全県
20名まで　土・日は不可　製作教室：要材料費

株式会社 山水 〒306-0033
古河市中央町1-8-32

担当 専務取締役：高橋
TEL 0280-22-0226 Mail a.takahashi@hotelsansui.co.jp

出 前授業：和食・日本の伝統芸術，おもてなし・日本の作
法に関する話，職場体験の受入れ

小・中・高・特 全県
講座：150名まで　　職場体験：5名まで

【福祉・ボランティア】
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 〒 310-8586

水戸市千波町 1918
担当 福祉のまちづくり推進部担当
TEL 029-243-3805 Mail 　

福祉体験機材の貸し出し
　車いす，高齢者疑似体験教材，学習ビデオ等
出前授業：福祉学習や体験の支援，ボランティア活動等についての講話

小・中・高・特 全県

貸し出しは予約制　出前授業：人数は応相談

茨城県福祉介護事業協同組合 〒 300-2622
つくば市要 273-1

担当 事務局長：盛
TEL 029-877-3322 Mail 　

出前授業：高齢者福祉や介護事業についての講師派遣，車いす体験
などの実技指導，職場体験・インターンシップ・施設見学の受入れ

小・中・高・特 全県
グーループホーム，デイサービス，ショートステイなどの事業所が加盟

あいリレー介護事業グループ 〒 315-0014
石岡市国府 6-1-28

担当 事務局・総務担当：高野
TEL 0299-23-8295 Mail 　

施設見学，職場体験，インターンシップの受入れ
　グループ内の介護施設での受入れ（つくば市・石岡市）

小・中・高・特 全県
10名まで

関彰商事株式会社 ※【科学・理数】参照

【農業体験】
株式会社 柳川採種研究会 〒 319-0123

小美玉市羽鳥 256
担当 総務部長：石川
TEL 0299-46-0311 Mail yanagawa@beige.ocn.ne.jp

農業体験の受入れ（野菜苗の定植，収穫指導）
職場体験の受入れ

小・中 ・特 小美玉市，水戸市
農業体験：100名まで　職場体験：５名まで　要材料費

有限会社 環舎涸沼 〒 311-3125
茨城町下石崎 1265

担当 代表取締役：大場
TEL 029-293-7766 Mail 　

農作業体験の受入れ
ハウス内での収穫（ミニトマト，ベビーリーフ），水田（田植え，
稲刈り，除草など），畑（大根，かぶ，ほうれん草などの収穫作業）

小・中・高・特 全県
30名まで
毎月 25日は不可

有限会社 山西肥料店 〒 311-3136
茨城町宮ヶ崎 452-1

担当 山西
TEL 029-293-6111 Mail 　

農業体験の受入れ
　馬鈴薯植え付け・収穫体験，米穀品位鑑定体験

小 全県
20名まで

緑川 farm 〒 311-3157
茨城町小幡 1445

担当 緑川
TEL 029-292-5166 Mail 　

農業体験の受入れ
　トマト，花の生産

小 全県
60名まで　11月下旬～６月下旬は不可
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株式会社 倉本商店 〒 311-3157
茨城町小幡 1316-26

担当 フィールド：叶内
TEL 029-292-0565 Mail kinen@kza.biglobe.ne.jp

農業体験の受入れ（作物の栽培体験，収穫体験）
職場体験の受入れ

小・中・高・特 茨城町近隣
農業体験：小・50名，中・30名，高・10名，特・10名
職場体験：２～３名程度

【スポーツ・体育】
株式会社 フットボールクラブ
水戸ホーリーホック

〒 310-0852
水戸市笠原町 136-1

担当 事業部：大内

TEL 029-212-7700 Mail front@mito-hollyhock.net

出前授業：アカデミーコーチによる巡回指導，親子サッカー教室，
　職業講演会への講師派遣，職場体験の受入れ

小・中・高・特 全県

人数は応相談　月・土・日は不可　保育園・幼稚園も対応

株式会社 たっぷとりで 〒 302-0026
取手市稲 791

担当 代表取締役：安

TEL 0297-74-1234 Mail j.yasu@tap-toride.com

出前授業（水泳指導）
職場体験の受入れ

小・中・高・特 出前授業：全県　職場体験：取手市

日曜は不可　要交通費　職場体験：５名まで

セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 〒 315-0077
かすみがうら市高倉 1384

担当 副支配人：伊藤

TEL 0299-22-6000 Mail mito@pacificgolf.co.jo

スナッグゴルフ体験の受入れ
職場体験の受入れ

小・中 かすみがうら市近隣

スナッグゴルフ体験：30名まで　要実費

茨城グリーン開発株式会社
オールドオーチャードゴルフクラブ

〒 311-3142
茨城町鳥羽田 686-3

担当 管理部・チームリーダー：高野

TEL 029-292-7002 Mail aono_daisuke@oogc.co.jp

練習場での体験プレー
施設見学（仕事内容の説明，施設・コースの見学）

小・中 全県

10名まで　休日は不可

関彰商事株式会社 ※【科学・理数】参照

【健　康】
足と靴の健康相談室
シューズサロンタグチ

〒 306-0037
古河市錦町 1-82

担当 店長：田口

TEL 0280-22-0475 Mail iikutu92@chorus.ocn.ne.jp

出 前授業（足と靴の健康セミナー）：足の計測，靴の上
手な選び方，足にトラブルを抱えた方の靴選び
職場体験の受入れ

小・中・高・特 全県

出前授業：100名まで　職場体験：３名まで

有限会社 久米薬局 〒 313-0123
常陸太田市久米町 173-1

担当 取締役：草野

TEL 0294-76-0761 Mail kumeyakkyoku@fg7.so-net.ne.jp

出 前授業：お薬教室，薬物乱用防止教室，たばこ・お
酒の害，ドーピング防止教室，スポーツファーマシ
スト講師派遣
職場体験の受入れ（薬局）

小・中・高・特 常陸太田市

出前授業：50名まで　職場体験：３名まで　お盆・年末年始は不可

水戸済生会総合病院 〒 311-4198
水戸市双葉台 3-3-10

担当 総務課：江口

TEL 029-254-5151 Mail syomu@mito-saisei.jp

出前講座（喫煙防止講演会）
職場体験・看護体験の受入れ，訪問指導（特別支援学校）

小・中・高・特 県内

20名まで　土・日・祝日は不可　大学等の受入れも可

株式会社 サンテ 〒 307-0007
結城市結城 10742-15

担当 専務取締役：鈴木

TEL 0296-45-5077 Mail suzuki-takako@sante-g.com

出前授業（服薬指導体験：高）
職場体験の受入れ
　薬局内の見学，薬局業務の見学，模擬調剤等

小・中・高
結城市，古河市，下妻市，土浦市，
水戸市，ひたちなか市，日立市，
東海村

職場体験：３名まで　日曜は不可

水戸ヤクルト販売株式会社 ※【食育】参照 古河ヤクルト販売株式会社 ※【食育】参照
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【見学（職場見学・施設見学・工場見学）】
小島工芸株式会社 〒 300-1514

取手市宮和田 800
担当 総務課：村上
TEL 0297-83-2221 Mail 　

工場見学の受入れ（木製家具製造）
小・中・高 全県
30名まで　12月～３月は不可

株式会社 タナカ 〒 300-4115
土浦市藤沢 3495-1

担当 総務部・課長：髙橋
TEL 029-862-1234 Mail h.takahashi@tanakanet.co.jp

工場見学の受入れ
　土浦市：金属加工工場（住宅接合金物）
　稲敷市：印刷加工工業

小・中・高・特 全県

50名まで　土・日・祝日は不可

株式会社 田島屋 〒 300-0811
土浦市上高津 717

担当 取締役：田嶋
TEL 029-822-0001 Mail tajimaya@apricot.ocn.ne.jp

工場見学の受入れ（精米工場）
　米についての説明（米の生産，加工，流通）
　精米工場見学（倉庫，精米の工程）

小・中 全県
10～ 30名まで（講義の場合は 20人まで）
８～ 10月及び土・日は不可

株式会社 大倉商事 〒 312-0003
ひたちなか市足崎 1476-2

担当 総務課・課長：島
TEL 029-354-3500 Mail reiko.ohkura@okura-shoji.co.jp

工場見学の受入れ（農産物全般の加工）
小・中・高・特 全県
人数は応相談

株式会社 ハギヤニューテクノ 〒 316-0014
日立市東金沢町 1-9-12

担当 代表取締役：萩谷
TEL 0294-35-7117 Mail h-n-t@po.sphere.ne.jp

工場見学の受入れ（電子回路組み立て）
　車，スマートフォン等に使用される電子回路

中・高 日立市
15名まで　月曜は不可

株式会社 茨自販リサイクルセンター 〒 319-0103
小美玉市柴高 666-1

担当 総務部・次長：小澤，主任：三村
TEL 0299-48-3210 Mail soumu@ibajihan-rc.jp

工場見学の受入れ（自動車リサイクル工場）
小・中・高・特 全県
15名まで　土・日・祝日は不可

飯島畜産株式会社 〒 311-2111
鉾田市上沢 1746-4

担当 総務部長：中野
TEL 0291-39-2181 Mail 　

工場見学の受入れ（畜産業）
　原料から製品なるまでの工程

小・中・高 鉾田市近隣（鹿行地区）
10名まで　要資料代　土曜及びＧＷ・お盆は不可

勝田環境株式会社 〒 312-0032
ひたちなか市津田 2554-2

担当 総務課・係長：井上正章
TEL 029-272-2141 Mail inoue@katsukan.com

工場見学の受入れ
　処理工場の見学

小 ひたちなか市
150名まで　土・日は不可

株式会社 諸岡 〒 301-0031
龍ケ崎市庄兵衛新田町 358

担当 代表取締役：諸岡
TEL 0297-66-2111 Mail m.morooka@morooka.co.jp

工場見学の受入れ
　重機製造過程の見学

小・中 全県
20名まで　土・日・祝日及びお盆・正月は不可

吉久保酒造株式会社 〒 310-0815
水戸市本町 3-9-5

担当 専務取締役：吉久保
TEL 029-224-4111 Mail h.yoshikubo@ippin.co.jp

酒蔵見学・研修の受入れ
　伝統的な酒造りの体験・研修

小・中・高 全県
20名まで

株式会社 三友製作所 〒 319-1225
日立市石名坂町 2-43-4

担当 設計開発部・部長：新堀
TEL 0294-33-9931 Mail shinbori@sunyou-ss.co.jp

電子顕微鏡によるミクロ体験の受入れ
　微生物の観察やマニュピュレータを使った実験

小・中 全県
５名まで　土・日及びＧＷ，７月下旬～８月中旬，12月下旬
～１月中旬は不可

新利根工業団地協同組合 〒 300-1415
稲敷市中山字大久保 1307

担当 事務局長：大泉
TEL 0297-87-2712 Mail dan1-ike@saturn.dti.ne.jp

工場見学の受入れ
　鋼材，鋳物，アルミの機械加工
　プレス，溶接，パイプベッドの加工
　金属静電焼付塗装，高周波焼入れ　等

小・中 全県

30名まで
土・日は不可（ただし出勤日であれば可）
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株式会社 幸田商店 〒 311-1203
ひたちなか市平磯町 1113

担当 総務経理課：高久
TEL 029-263-3737 Mail takaku@k-sho.co.jp

工場見学の受入れ（健康食品製造）
　ほしいも，黄な粉，麦茶等の食品関連の製造過程

小・中・高・特 全県
20名まで
４月～９月が可（ただし会社休日は不可）

株式会社 笹沼五郎商店 〒 310-0011
水戸市三の丸 3-4-30

担当 代表取締役社長：笹沼
TEL 029-225-2121 Mail info@tengunatto.jp

水戸納豆の歴史及び工場見学の受入れ
納豆展示館において納豆の歴史と納豆のできるまで
のパネル資料等の見学，納豆製造の見学

小・中・高 全県

80名まで　日曜は不可

府中誉株式会社 〒 315-0014
石岡市国府 5-9-32

担当 代表取締役：山内
TEL 0299-23-0233 Mail kuramoto@huchuhomare.com

工場見学の受入れ
　清酒の醸造工場の見学

小・中 石岡市
20名まで　土・日は不可　5月～ 9月のみ　日時は要相談

石岡酒造株式会社 〒 315-0031
石岡市東大橋 2972

担当 代表取締役：冷水
TEL 0299-26-3331 Mail sake@ishiokashuzo.co.jp

工場見学の受入れ：施設案内，瓶詰め，造りの様子の見学
　※造りは 11月中旬～２月末のみ

中・高 全県
40名まで　土・日は不可

石岡中央青果株式会社 〒 315-0001
石岡市石岡 3202

担当 富田
TEL 0299-23-6121（内 25） Mail tomita@izirusi.jp

せり現場の見学の受入れ
　生産者から消費者へ届くまでの過程の説明
　野菜・果実の具体的な説明，市場の役割の説明

小 石岡市

30名まで　日・祝日・市場休は不可

株式会社 武勇 〒 307-0001
結城市結城 144

担当 専務取締役：保坂
TEL 0296-33-3343 Mail 　

酒蔵見学の受入れ：日本酒の製造工程の見学，仕込みの
　体験，酒米の田植え，稲刈りへの参加

小 全県
10名まで　土・日及び年末・年始は不可

株式会社 東晃 〒 307-0022
結城市矢畑 672-1

担当 常務補佐：水野
TEL 0296-32-6571 Mail info@toukouss.co.jp

工場見学の受入れ（板金加工，粉体塗装工場の見学）
インターンシップの受入れ：高（板金加工，組立，検査等）

中・高 全県
工場見学：20名まで　インターンシップ：５名まで　土・日は不可

油鉄印刷株式会社 〒 306-0034
古河市長谷町 28-32

担当 総務部：秋葉・沼田
TEL 0280-22-0433 Mail info@abutetsu.co.jp

工場見学の受入れ（印刷・製本業）
小・中・高 古河市
３名まで　　日曜は不可

有限会社 野村甘露煮店 〒 306-0023
古河市本町 4-3-14

担当 代表取締役：野村
TEL 0280-32-0882 Mail kanroni@koganet.ne.jp

工場見学の受入れ
　鮒甘露煮の歴史の説明と製造工程の見学

小・中 古河市近隣
15名まで　月曜は不可

有限会社 野沢鉄工 〒 306-0056
古河市坂間 198-41

担当 部長：野澤
TEL 0280-48-2229 Mail nozawa@nozawa.kn2.co.jp

工場見学の受入れ（自動車部品の切削加工）
　材料入荷，加工，検査，出荷までの流れの見学

高 全県
３名まで　土・日は不可

三桜工業株式会社 〒 306-0041
古河市鴻巣 758

担当 業務部・総務 Gr・Gr長：小林
TEL 0280-48-1111 Mail ft.kobayashi@sanoh.com

工場見学の受入れ（自動車部品製造）
小 県内
50名まで　土・日は不可

トモヱ乳業株式会社 〒 306-0235
古河市下辺見 1955

担当 総務課・庶務係：生田目
TEL 0280-32-1111 Mail namatame@tomoemilk.jp

工場見学の受入れ（牛乳製造）
　牛乳博物館，工場の見学

小・中・高 古河市近隣
30名まで　土・日は不可

株式会社 伊藤鐵工所 〒 306-0236
古河市大堤 1814

担当 常務取締役：伊藤
TEL 0280-48-2411 Mail itw-s@agate.plala.or.jp

工場見学の受入れ（金属加工業）
高・特 古河市近隣
20名まで　土・日は不可
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鹿島石油株式会社 鹿島製油所 〒 314-0198
神栖市東和田 4

担当 総務 G：松崎
TEL 0299-97-3111 Mail matsuzaki@kashima-oil.co.jp

工場見学の受入れ（製油所の構内見学）
小・中・高・特 全県
40名まで　土・日及び７月下旬～８月中旬，年末年始は不可
小学生は５年以上

キリンビール株式会社 取手工場 〒 302-8502
取手市桑原 188-1

担当 総務広報担当：八木橋
TEL 0297-72-3111 Mail nobuhiko-yagihashi@kirin.co.jp

工場見学の受入れ（ビール製造）
工場内をバスで巡りながら「３つのＲ（リデュース，リ
リース，リサイクル）」をテーマに環境への取組を紹介

小・中・高・特 全県

最大 100名まで　月曜は不可

新日鐵住金株式会社
鹿島製鐵所

〒 314-0014
鹿嶋市光 3

担当 総務部・人事総務室：中島

TEL 0299-84-2289 Mail 　

工場見学の受入れ（約 2時間）
　製鉄所概要説明，製鉄所 PR映像視聴，構内見学（車中），熱間圧延工場見学
※製鉄所内の移動はご来所されたバス等を利用（案内者が同乗），自家用車不可

小・中・高・特 全県

200名まで　土・日・祝日は不可
小：5年以上　要事前予約　詳細はHP参照

アサヒビール株式会社 茨城工場 〒 302-0106
守谷市緑 1-1-1

担当 総務部：小堀
TEL 0297-45-7111 Mail hiromi.kobori@asahibeer.co.jp

工場見学の受入れ（ビール製造）
小・中・高・特 全県
30名まで　第２火曜・年末年始は不可

カーライフサポート みのだ工場 〒 311-3136
茨城町宮ヶ崎 1511-7

担当 代表：美野田
TEL 029-240-8172 Mail garage-m@mte.biglobe.ne.jp

工場見学の受入れ（自動車整備工場）
　洗車，車検整備の軽作業，整備事業所の機器の使い方等

小・中・高 茨城町
５名まで　土・日は不可

株式会社 秋山工務店 〒 316-0022
日立市大沼町 1-7-1

担当 取締役総務部長：吉田
TEL 0294-34-2233 Mail soumubu@akiyamakomuten.jp

建設現場見学の受入れ
　建設現場の見学，建設機械の試乗

小・中・高 全県
50名まで　土・日・祝日は不可

森島酒造株式会社 〒 319-1411
日立市川尻町 1-17-7

担当 専務取締役：森嶋
TEL 0294-43-5334 Mail morishima@taikan.co.jp

工場見学の受入れ（酒造業）
　酒蔵内の見学，酒造り（南部杜氏）の話

小・中・高 日立市近隣
20名まで　日程：要予約　小学生は高学年以上

ミツウロコ味噌株式会社 〒 315-0002
石岡市柏原 7-3

担当 代表取締役：石上
TEL 0299-22-6111 Mail mitsuurokomiso@forest.ocn.ne.jp

工場見学の受入れ：醸造についての理解を深め味噌の
　大切さを知るために製造過程を見学

小 石岡市
100名まで　1月～11月の金曜の午前のみ可（変更の可能性あり）

吉原製粉製麺工場 〒 315-0017
石岡市若宮 1-2-2

担当 代表：吉原
TEL 0299-22-2726 Mail 　

工場見学の受入れ
　原料（原そば）より製粉・製麺工程の見学

小 全県
10名まで　木・土・日は不可　要事前予約　午後のみ対応

白菊酒造株式会社 〒 315-0045
石岡市高浜 880

担当 専務取締役：廣瀬
TEL 0299-26-4131 Mail info@shiragiku-shuzou.co.jp

工場見学の受入れ（酒造業）
　酒造り，ビン詰め工場の見学
　製造過程：11月～３月（４～ 10月は写真で対応）

小・中・高 全県

40名まで　平日のみ対応可

コカ・コーライーストジャパン
プロダクツ株式会社

〒 300-0005
土浦市東中貫町 4-1

担当 茨城工場内見学担当
TEL 029-831-2125 Mail 　

工場見学の受入れ
コカ・コーラの話，製造ラインの見学，自動販売機体験
コカ・コーラの環境への取組　等

小・中・高・特 全県

50名まで　火・水・木・金の 10：30～，13：30～対応可

大子製菓協業組合
（お菓子の麻呂宇土）

〒 319-3551
大子町池田 728

担当 代表理事：菊池
TEL 0295-79-1235 Mail info@okukuji.or.jp

工場見学の受入れ（お菓子ができるまでの製造工程の見学）
職場体験の受入れ（工場併設店舗における体験）

小・中・特 大子町
３名まで　工場見学：土・日及び工場休業日は不可
職場体験：中学生以上　８月中旬・10月下旬～ 11月の受入れ不可
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株式会社 山新 〒 310-0851
水戸市千波町 2292

担当 総務部次長：真崎
TEL 029-305-1000 Mail soumu@yamashin-grp.co.jp

店舗見学の受入れ：小
職場体験の受入れ：中・高・特

小・中・高・特 全県
職場体験：２名まで　　店舗見学：応相談
※各店舗（ホームセンターのみ）と連絡調整のこと

株式会社 横山印刷 〒 300-0847
土浦市卸町 2-6-6

担当 専務取締役：横山
TEL 029-821-1031 Mail kikaku@yokoyama-print.jp

職場体験の受入れ：パソコンを使用してのデザインやオンデ
マンド印刷体験，印刷機械の補佐業務，工場見学の受入れ

小・中・高・特 全県

職場体験：３～５名まで　工場見学：10名まで　月・金は不可

有限会社 太洋舎 〒 306-0012
古河市旭町 2-10-9

担当 マネージャー：角
TEL 0280-32-7145 Mail info@sentakuya.com

職場体験の受入れ（クリーニング業）：中・高・特
　洗濯物の出し入れ，アイロンプレス，取り扱いの補助
工場見学の受入れ

小・中・高・特 古河市近隣

職場体験：２名まで　工場見学：３名まで　日曜は不可

笠間ポレポレシティ 〒 309-1616
笠間市赤坂 8

担当 事務局長：昼岡
TEL 0296-70-1234（内 105） Mail info@polepole.or.jp

職場体験・見学の受入れ
　館内店舗等での職場体験：中・高
　館内見学：小

小・中・高・特 全県
職場体験：原則２名まで　館内見学：30名まで
土・日は不可（イベント等で受入れ不可有）

江川紙パック株式会社 〒 306-0303
五霞町江川 2572

担当 事務担当部長：河合
TEL 0280-84-1621（内 210） Mail kawai-tsutomu@nipponpapergroup.com

職場体験・インターンシップ・工場見学の受入れ
　紙パック製造工程

中・高 全県
職場体験：３名まで　工場見学：20名まで

株式会社 タイショー 〒 310-0836
水戸市元吉田町 1027

担当 総務部：田中
TEL 029-247-5411 Mail info@taisho1.co.jp

インターンシップ・工場見学の受入れ
　農業機械の製造工程

小・高・特 水戸市
インターンシップ：３名まで　工場見学：10名まで　土・日は不可

鹿島サンケン株式会社 〒 314-0341
神栖市矢田部 8073

担当 総務課：仲田
TEL 0479-48-1211 Mail t.nakata@sanken-ele.co.jp

工場見学・職場体験・インターンシップの受入れ（半導体製造・電子部品）
半導体・電子部品等の講習会，工作教室の開催

小・中・高 神栖市
内容・人数・時期などは御相談ください。適宜検討・対応します。

国際ロジテック株式会社 〒 305-0861
つくば市谷田部 1600-1

担当 取締役総務部長：篠田
TEL 029-839-2100 Mail 　

職場見学の受入れ（運送業）
職場体験の受入れ：高　※つくば市・水戸市

小・中・高 全県
３名まで　土・日は不可

株式会社 大友製作所 〒 318-0023
高萩市島名 1645

担当 総務課長：松木
TEL 080-4104-0165 Mail matsuki@ootomo.jp

工場・事務所見学の受入れ
職場体験の受入れ
　家庭用掃除機の部品の成形の仕組み

中・高 日立市近隣
見学：40名まで　職場体験：10名まで　土・日・祝日は不可
高等専門学校・短大・大学も可

株式会社 ティー・エム・ピー 〒 319-1234
日立市大和田町 645

担当 総務：渡辺
TEL 0294-52-6981 Mail 　

工場見学・職場体験の受入れ
自動車関係・医療・食品など自動生産システムや産
業用ロボットの開発から製造

小・中・高・特 日立市近隣

工場見学：20名まで　職場体験：５名まで　土・日・祝日は不可

株式会社 小峰製作所 〒 317-0054
日立市本宮町 1-7-27

担当 代表取締役：小峰
TEL 0294-22-2243 Mail yasunobu@komine-fa.co.jp

工場見学・職場体験の受入れ
　火力や水力発電機械の部品製造の仕組みや機械を見学

中・高 日立市近隣

工場見学：10名まで　職場体験：３名まで　土・日・祝日は不可

吉野電業株式会社 〒 317-0053
日立市滑川町 1-5-13

担当 代表取締役：吉野邦彦
TEL 0294-22-0825 Mail yoshino@yoshino-e.com

工場見学・職場体験の受入れ
　エレベータ用などの電気機械器具製造，小水力発電装置の研究開発

中・高 日立市近隣

工場見学：10名まで　職場体験：２名まで　土・日・祝日は不可
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茨城電機工業株式会社 〒 316-0023
日立市東大沼町 1-14-33

担当 取締役管理部長兼総務副部長：滑川
TEL 0294-36-1818 Mail msato_namekawa@ibaden.co.jp

工場見学・職場体験の受入れ
　変圧器の製造工程や加工する機械，作業風景の見学
　変圧器製作や設計などの体験，社内消防団の訓練体験や見学

中・高・特 日立市近隣

見学：20名まで　職場体験：2名まで　土・日・祝日は不可

日本ナショナル製罐株式会社 〒 315-8547
石岡市柏原 9-2

担当 総務係長：池田
TEL 0299-23-6111（内 213） Mail h-ikeda@natiocan.co.jp

工場見学・職場体験の受入れ
　アルミ缶の製造

小・中・高 石岡市近隣
20名まで　小学生は４年以上　 土・日及びライン停止時は不可

コロナ電気株式会社 〒 312-0052
ひたちなか市東石川 3517

担当 管理部総務グループ・部長代理：黒澤
TEL 029-273-6111 Mail kurosawa-terumi@corona-el.co.jp

職場見学・職場体験の受入れ
　電子機器の製造部門・設計の体験

小・中・高 全県
職場見学：30名まで　職場体験：２名まで　土・日は不可

イオン つくば駅前店 〒 305-0031
つくば市吾妻 1-7-1

担当 店長または人事総務課長
TEL 029-855-0054 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン 石岡店 〒 315-0001
石岡市石岡 2752-2

担当 店長または人事総務課長
TEL 0299-23-4021 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン 取手店 〒 302-0034
取手市戸頭 1118-1

担当 店長または人事総務課長
TEL 0297-70-2223 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン 下妻店 〒 304-0033
下妻市堀籠 972-1

担当 店長または人事総務課長
TEL 0296-30-1702 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン 笠間店 〒 309-1616
笠間市赤坂 8

担当 店長または人事総務課長
TEL 0296-70-1950 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン 常陸大宮店 〒 319-2131
常陸大宮市下村田 2387

担当 店長または人事総務課長
TEL 0295-54-1812 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン 土浦店 〒 300-0811
土浦市上高津 367

担当 店長または人事総務課長
TEL 029-835-8200 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン 那珂町店 〒 311-0105
那珂市竹ノ内 3-6-5

担当 店長または人事総務課長
TEL 029-352-0858 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン 東海店 〒 319-1111
東海村舟石川駅東 4-1-1

担当 店長または人事総務課長
TEL 029-287-3724 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン 鹿嶋店 〒 314-0031
鹿嶋市宮中 290-1

担当 店長または人事総務課長
TEL 0299-83-0792 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン 古河店 〒 306-0012
古河市旭町 1-2-17

担当 店長または人事総務課長
TEL 0280-89-5142 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。
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イオン 高萩店 〒 318-0012
高萩市安良川 231-1

担当 店長または人事総務課長
TEL 0293-20-8052 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン 水戸内原店 〒 319-0395
水戸市中原町西 135

担当 店長または人事総務課長
TEL 029-259-1437 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

イオン つくば店 〒 305-0071
つくば市稲岡 66-1

担当 店長または人事総務課長
TEL 029-839-1288 Mail 　

見学，職場体験の受入れ
小・中・高・特 お問い合わせください
人数・対応不可時期についてはお問い合わせください。

日立建機株式会社 〒 300-0013
土浦市神立町 650

担当 総務グループ・顧客係：藤澤，池邊
TEL 029-832-7291 Mail kokyaku-outai-group@hitachi-kenki.com

工場見学の受入れ
小・中・高・特 全県
100名まで　土・日及び工場非稼働日は不可

株式会社 小倉味噌店 ※【食育】参照 株式会社 カスミ ※【食育】参照

東京ガス株式会社 日立支社 ※【食育】参照 いばらきコープ生活協同組合 ※【食育】参照

生活協同組合 パルシステム茨城 ※【食育】参照 茨城トヨペット株式会社 ※【科学・理数】参照

独立行政法人日本原子力研究開
発機構大洗研究開発センター ※【科学・理数】参照 関彰商事株式会社 ※【科学・理数】参照

ネッツトヨタ茨城株式会社 ※【キャリア教育】参照 京三電気株式会社 ※【キャリア教育】参照

株式会社 伊勢甚本社 ※【キャリア教育】参照 株式会社 常陽銀行 ※【金融・経済・法律】参照

みとみらい法律事務所 ※【金融・経済・法律】参照 ぺんてる株式会社 茨城工場 ※【文化・伝統・芸術】参照

株式会社 向山窯 ※【文化・伝統・芸術】参照 笠間工芸の丘株式会社 ※【文化・伝統・芸術】参照

合資会社 工芸物産 ※【文化・伝統・芸術】参照 茨城県福祉介護事業協同組合 ※【福祉・ボランティア】参照

あいリレー介護事業グループ ※【福祉・ボランティア】参照

【職場体験・インターンシップ】

木内酒造合資会社 〒 311-0133
那珂市鴻巣 1257

担当 取締役：木内
TEL 029-298-0105 Mail kiuchi@kodawari.cc

職場体験の受入れ
　発送業務等の日々の現場作業の体験

中・高 全県
２名まで

常陸興業株式会社 〒 300-4244
つくば市田中 1113

担当 総務課長：野口
TEL 029-867-4218 Mail fureai2@hitachikogyo.co.jp

職場体験の受入れ
　図書館業務の体験

中・高 つくば
４名まで　日曜は不可

メークス株式会社 〒 302-0127
守谷市中央 4-10-9

担当 総務本部長：広浜
TEL 0297-55-1611 Mail nemoto.y@i-makes.com

職場体験・インタシップの受入れ
住宅基礎部分ができ上がるまでの工程の実務体験及
び工場での実習体験

高 全県

２名まで　日曜は不可

株式会社 トクヤマ 〒 314-0255
神栖市砂山 26

担当 鹿島工場・総務課長：友澤
TEL 0479-46-4700 Mail k-tomozawa@tokuyama.co.jp

インターンシップの受入れ（化学工業）
　製造，品質検査業務の見学及び体験

高 神栖市
２名まで　土･日及び３月・８月中旬・年末年始は不可

東鉄工業株式会社 〒 310-0015
水戸市宮町 2-7-7

担当 総務部長：川野
TEL 029-231-6231 Mail 　

職場体験の受入れ
　鉄道保守工事の見学，鉄道保守機械への添乗・見学

高 全県
５名まで　ＧＷ・お盆・年末年始は不可
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株式会社 イサカホーム 〒 310-0852
水戸市笠原町 682-13

担当 取締役：伊藤
TEL 029-305-3118 Mail info@isaka-home.co.jp

職場体験の受入れ（木造住宅建築）
　設計，管理，職人体験等の実地体験

中・高 水戸市
４名まで　水曜は不可

憧れ　花のアトリエ 〒 310-0911
水戸市見和 2-241-1

担当 代表：池田
TEL 029-257-1187 Mail akogare@cello.ocn.ne.jp

職場体験・インターンシップの受入れ（生花販売店）
小・中・高・特 水戸市近隣
２名まで

西茨城自動車協業組合 〒 319-0202
笠間市下郷 995-11

担当 総務係：松田
TEL 0296-77-2928 Mail 　

職場体験の受入れ（自動車整備）
自動車整備士の国家試験の流れ，整備士としての社会
的使命についての説明等

中 笠間市

６名まで　土・日は不可

小河原セメント工業株式会社 〒 311-3107
茨城町小鶴 2119-1

担当 代表取締役：小河原
TEL 029-292-2618 Mail ryuzi@ogawara-c-i.co.jp

職場体験の受入れ（セメント二次製品製造）
工場見学の受入れ

中・高 県内
職場見学：５名まで　工場見学：10名まで
会社営業日によっては不可

きらら館 〒 309-1611
笠間市笠間 2258-1

担当 工房長：大沢
TEL 0296-72-3109 Mail info@kilalakan.jp

職場体験の受入れ
　笠間焼陶芸製作，陶芸家体験

高 全県
３名まで　要材料費

つくば建築設計事務所株式会社 〒 301-0005
龍ケ崎市川原代町小屋 1059-1

担当 代表取締役：鯉沼
TEL 0297-66-7811（内 20） Mail tuku6630@blue.ocn.ne.jp

職場体験の受入れ
　CADによる設計図の作成体験，建設現場見学

中・高 龍ケ崎市，つくば市
５名まで　日・祝日及びお盆シーズン不可

株式会社 三上建築事務所 〒 310-0062
水戸市大町３丁目 4-36

担当 取締役副所長：工藤
TEL 029-224-0606 Mail kudo@mikami-arc.co.jp

職場体験の受入れ
　事業所内での体験

小・中・高 全県
５名まで　土・日・祝日不可

茨城県塗装工業組合 〒 310-0851
水戸市千波町 1853-1

担当 理事：斎藤
TEL 029-244-3581 Mail tosouiba@theia.ocn.ne.jp

職場体験・インターンシップの受入れ（塗装業）
技能士等の高い技能を認識させ勤労観や職業観を身に
つけるために建築塗装の就業体験を受入れ

小・中・高・特 全県

２名まで　要謝金・交通費　材料費・資料代は応相談

株式会社 ヴィオーラ 〒 310-0913
水戸市見川町 2131-404

担当 障害者担当：藤本恵子
TEL 029-241-8251 Mail m_fujimoto@viola.co.jp

現場実習の受入れ（貸しおしぼり生産）
職場見学の受入れ

特（中・高） 全県
現場実習：２名まで　職場見学：30名まで　日曜は不可

株式会社 長寿荘
ホテルクリスタルパレス

〒 312-0023
ひたちなか市大平 1-22-1

担当 総務課長：川崎
TEL 029-273-7711 Mail kawasaki@hotel-crystal.jp

職場体験の受入れ（ホテル業）
　客室清掃，調理補助，館内清掃等の体験

中・高 全県
４名まで　対応不可時期は相談

株式会社 マルト 〒 979-0195
いわき市勿来町窪田十条 3-1

担当 管理本部副本部長：石山

TEL 0246-65-1522
（内 125） Mail nor.ishiyama@maruto-gp.co.jp

職場体験の受入れ
　食品スーパーマーケット各店での商品陳列及び接客実習

小・中・高・特 北茨城市，日立市，那珂市，水戸市，ひたちなか市

５名まで　土・日は不可

株式会社 ケーズホールディングス 〒 310-8282
水戸市桜川 1-1-1

担当 課長：大槻
TEL 029-231-5161 Mail jinji-saiyo@ksdenki.jp

職場体験の受入れ
　各店舗で実際に業務サポートを実施

小・中・高 全県
２名まで　６月中旬～８月・11月下旬～１月中旬の繁忙期は不可

茨城日産自動車株式会社 〒 310-0851
水戸市千波町 1949-1

担当 課長：小松崎
TEL 029-241-4123 Mail nigo11063@ibaraki-nissan.co.jp

職場体験の受入れ
ショールーム，サービス工場，自動車整備等の見学，自動車の日常点
検実習，エンジン等の分解・組立実習，電気自動車の体験試乗　等

中・高 全県

5～ 10名まで　火・第１水曜は不可　県内各店舗で対応（要相談）
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亀印製菓株式会社 〒 310-0913
水戸市見川町 2139-5

担当 財務部・部長：飯田
TEL 029-305-2211 Mail iida@kamejirushi.co.jp

職場体験の受入れ
　菓子の販売体験

中・高 水戸市
３名まで　本店のみの受入れ

阿さ川製菓株式会社 〒 310-0843
水戸市元石川町富士山 325-19

担当 総務課長：檜山
TEL 029-247-8080 Mail soumu@kashi.co.jp

インターンシップの受入れ
　工場内での菓子製造補助作業の体験

高・特（高） 水戸市
１名まで　水・日及びＧＷ・お盆・年末年始は不可

土浦商工会議所 〒 300-0043
土浦市中央二丁目 2-16

担当 総務課長：加賀美
TEL 029-822-0391 Mail info@tcci.jp

職場体験の受入れ
　観光行事，イベント等の運営スタッフ

中・高 土浦市
５名まで

有限会社 KCJ net テニスアカデミー 〒 300-0835
土浦市大岩田 543

担当 代表取締役：宇都宮
TEL 029-826-0858 Mail tsuchiura@kcta.com

職場体験の受入れ
　コートメンテナンス，予約受付，清掃等

中・高 土浦市
５名まで　月曜は不可　※水郷テニスコートでの受入れ

東横イン 土浦駅東口 〒 300-0034
土浦市港町 1-3-17

担当 支配人：皆川
TEL 029-835-1045 Mail 　

職場体験の受入れ
　ホテルフロント体験，ホテル清掃体験等

小・中・高・特 土浦市
２名まで　10：00～ 15：00で受入れ可

広東料理 シュウロン FS 〒 300-0873
阿見町うずら野 4-2-30

担当 代表：小林
TEL 029-896-5050 Mail shuron-fc-07-11@power.email.ne.jp

職場体験の受入れ
　中華レストランの配膳，洗い物，接客，簡単な料理補佐

中・高 全県
２名まで　月曜は不可

株式会社 ラクスマリーナ 〒 300-0033
土浦市川口２丁目 13-6

担当 専務取締役：秋元昭臣
TEL 029-822-2437 Mail info@lacusmarina.com

職場体験の受入れ
　アイリス号（遊覧船）の受付業務，船上での甲板員補助業務等

中・高 土浦市
２名まで　通年対応

有限会社 鈴木工務店 〒 300-0061
土浦市並木 3-11-8

担当 代表取締役社長：鈴木
TEL 029-821-6807 Mail 　

職場体験の受入れ（建築業）
８月後半～ 10月までなら土浦全国花火競技大会の桟
敷席建設に関わる軽作業あり

中・高 土浦市

４名まで

医療法人霞水会
老人保健施設 シルバーケア土浦

〒 300-0026
土浦市木田余一丁田台 4606

担当 看護師長：丸山
TEL 029-826-7021 Mail silver7021@ia4.itkeeper.ne.jp

職場体験の受入れ
コミュニケーション，外気浴への同行，レクレーショ
ン，お茶や食事の配膳

中 土浦市

４名まで　土日は不可

島岡商事株式会社 〒 300-0837
土浦市右籾 1882

担当 営業部長：島岡
TEL 029-841-0296 Mail eneos-shimaoka@nifty.com

職場体験の受入れ
　ガソリンスタンド：洗車補助，掃除など
　コンビニエンスストア：業務補佐など

小・中・高 土浦市

４名まで　日曜は不可

株式会社日立ライフ
ホテルライフイン土浦駅東

〒 300-0034
土浦市港町 1-5-5

担当 支配人：大塚
TEL 029-824-0500 Mail front@lifeinn.jp

職場体験の受入れ
　ホテルフロントの体験

小・中・高 全県
10名まで　繁忙期は不可（応相談）

株式会社日立ライフ
ホテルライフツリーひたち野うしく

〒 300-1207
牛久市ひたち野東 1-33-5

担当 支配人：中村
TEL 029-878-2005 Mail ushiku@hitachi-life.co.jp

職場体験の受入れ
　ホテルフロントの体験

小・中・高 全県
10名まで　繁忙期は不可（応相談）

株式会社日立ライフ
ホテルライフイン勝田駅西

〒 312-0025
ひたちなか市武田 1118-3

担当 支配人：石井
TEL 029-270-0333 Mail katsuta@lifeinn.jp

職場体験の受入れ
　ホテルフロントの体験

小・中・高 全県
10名まで　繁忙期は不可（応相談）
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富士合成株式会社 結城工場 〒 307-0017
結城市若宮 10

担当 総務課・係長：伊勢
TEL 0285-22-0915 Mail oyama-fa@fujigousei.co.jp

職場体験の受入れ（プラスチック製品製造）
　成形，加工，組立，検査等

中 結城市
３名まで　土・日は不可

医療法人社団 同樹会
結城病院

〒 307-0001
結城市結城 9629-1

担当 事務長：上野
TEL 0296-33-4161 Mail windnaut@me.com

職場体験の受入れ（病院職場体験）：中
車いす体験，看護業務，看護師と他業種の連携や医療現
場の実態，看護の大切さを学ぶ
看護体験の受入れ：高

中・高 全県

20名まで　土・日は不可

医療法人 厚友会
城西病院

〒 307-0001
結城市結城 10745-24

担当 総務課・主任：田宮
TEL 0296-33-2111（内 2222） Mail h_tamiya@josai-hp.com

職場体験・見学の受入れ：病棟での看護師業務の見学や
　環境整備，ベッドメイキングなどの簡単な業務の補助

中・高 結城市近隣
４名まで　日曜は不可

株式会社 ナガツカ 〒 306-0025
古河市原町 9-29

担当 リーダー：金久保
TEL 0280-22-2755 Mail mail@nagatsuka.com

職場体験の受入れ（未来の名刺をつくろう！）
成果物付の対話型コーチング：将来に問いかけなが
ら，よりわくわく感のある未来イメージをつくり，名
刺化するプロセスを通して，職業に対する認識を高
め，希望への道筋を見つける。

小・中 古河市

10名まで
要材料費
平日は不可

税理士法人 報徳事務所 〒 306-0234
古河市上辺見 2120-2

担当 経営支援部長：赤岩
TEL 0280-32-9511 Mail info@houtoku-tax.com

職場体験の受入れ
　税務，会計，経営業務の体験（PCによる事務処理）

中・高 古河市
3名まで　土・日及び 1～ 5月は不可

高萩商事株式会社 〒 318-0032
高萩市大和町 4-1

担当 取締役総務部長：鈴木
TEL 0293-22-2041 Mail c.suzuki@takahagi-sj.co.jp

職場体験の受入れ
　自動車整備工場での体験

中・高 高萩市近隣
３名まで　日曜は不可

株式会社 ジャパンミート 〒 311-3423
小美玉市小川 956

担当 課長：小林
TEL 0299-56-3173 Mail kobayashi@japanmeat.co.jp

職場体験の受入れ
各部門（青果，鮮魚，惣菜，精肉，食品）の一部加工
と品出し業務

小・中・高・特 水戸市，ひたちなか市，土浦市，古
河市，守谷市

５名まで　土・日及びＧＷ・お盆・年末年始は不可

株式会社 横須賀満夫
建築設計事務所

〒 310-0021
水戸市南町 2-1-18
アーキビル

担当 専務取締役：竹澤

TEL 029-225-4353 Mail yokosuka.mitsuo@bea.hi-ho.ne.jp

職場体験・インターンシップの受入れ
　建築設計事務所における体験

中・高 全県
2名まで　第 2・4土曜・日・祝日不可

株式会社 関東技研 〒 319-1112
東海村村松 405

担当 代表取締役：小野
TEL 029-282-3535 Mail ono@kantogiken.com

職場体験・インターンシップの受入れ
　ものづくりへの興味や理解を深める

高 東海村近隣
3名まで　日曜及び 10月～ 4月は不可

JX日鉱日石金属株式会社
日立事業所

〒 317-0056
日立市白銀町 1-1-2

担当 総務部・総務課・主任：津田
TEL 0294-23-7518 Mail 　

インターンシップの受入れ
　工場見学，技術開発や設備保守等に関する体験

高 日立市
２名まで　土・日は不可

株式会社 染谷工務店 〒 303-0022
常総市水海道淵頭町 2982

担当 総務部・課長：関根
TEL 0297-22-2871 Mail someko@someya.co.jp

職場体験・職場見学・インターンシップの受入れ
現場監督，設計業務，事務職等各業務の体験，ウッデ
ィハウスなどの建設作業の体験補助，大規模清掃活動
等の支援

小・中・高 全県

特に人数制限なし

水戸京成ホテル 〒 310-0011
水戸市三の丸 1-4-73

担当 管理：高野
TEL 029-226-3116 Mail tomohiro.takano@keiseihotel.co.jp

職場体験の受入れ
　ホテル業務の体験

中・高 水戸市近隣
４名まで　受入日は要相談
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株式会社 大塚製作所 〒 311-4164
水戸市谷津町細田 1-64

担当 専務取締役：根岸忠宏
TEL 029-251-4567 Mail tadahiro@ohthuka.co.jp

インターンシップの受入れ
中・高 全県
2名まで　土・日不可　大学生・専門学校も受入可

茨城ダイハツ販売株式会社 〒 310-0852
水戸市笠原町 1475-1

担当 総務部・課長：矢島
TEL 029-243-1091（内 307） Mail saiyo1@ibrk.daihatsu-dlr.co.jp

職場体験の受入れ
　各店舗での受入れ

小・中・高 店舗のある市町村
２名まで　火・土・日は不可

株式会社 みまつマネジメント 〒 310-0015
水戸市宮町 2-4-26

担当 代表取締役：藤沼
TEL 029-224-3005 Mail mimatsu-hotel@forest.ocn.ne.jp

職場体験・インターンシップの受入れ
フロントデスク，レストランホール接客業務，レスト
ラン厨房調理補助，客室清掃　等

高 水戸市内

２名まで

堀江製菓 〒 311-3112
茨城町常井 675-22

担当 堀江
TEL 029-292-3924 Mail 　

職場体験の受入れ（未来へ伝える和菓子店）
　接客，製造，商売の楽しさ　など

小・特 茨城町，水戸市，小美玉市
３名まで　火曜及び３～５月，彼岸，月見時期，12月後半は不可

横山電工株式会社 〒 310-0845
水戸市吉沢町 352-146

担当 総務：横山
TEL 029-212-4050（内 210） Mail info@yokoden.biz

インターンシップの受入れ
太陽光発電設備工事の見学及び簡単な作業，仕組みの
説明

高 水戸市内

３名まで　日曜及び 11月末～４月上旬は不可

スマイル タウン 〒 311-3116
茨城町長岡 3968-2

担当 施設管理者：安達
TEL 029-292-6511 Mail 　

職場体験の受入れ（認知症対応型共同生活介護施設）
　お茶入れ，洗濯，掃除，リネン交換，高齢者とのコミュニケーションなど

小・中・高 茨城町
２名まで　土・日は不可

日本マクドナルド株式会社 〒 163-1339
新宿区西新宿 6-5-1

担当 人事本部・マネージャー：日比谷
TEL 03-6911-6146 Mail tsutomu.hibiya@jp.mcd.com

店舗での職場体験・インターンシップの受入れ
　マクドナルド公式 HP「CSR」～職場体験学習ページ
から各店舗へお問い合わせをお願いいたします。

中・高 全県

２名まで（狭小な店舗は１名）　土・日・祝日は不可

有限会社 運平堂本店 〒 319-1221
日立市大みか町 1-6-7

担当 岩田
TEL 0294-52-3257 Mail office@unpeido.co.jp

職場体験の受入れ（和菓子）
コミュニケーションの仕方やマナーをテーマにした
販売体験，工場での製造過程の見学　など

小 日立市

2名まで　年末年始・彼岸・盆の時期は不可　小：4年以上

株式会社 グランバーズ 〒 319-1221
日立市大みか町 1-6-7

担当 芹澤
TEL 0294-54-1818 Mail ta883335@qa3.so-net.ne.jp

職場体験の受入れ（洋菓子）
コミュニケーションの仕方やマナーをテーマにした
販売体験，工場での製造過程の見学・体験　など

小・中・高 日立市
２名まで　小：６年以上
年末年始・バレンタイン・ホワイトデー・彼岸・盆時期は不可

株式会社 宮本製作所 〒 319-1225
日立市石名坂町 2-43-15

担当 ＩＳＯ推進事務局：大沼
TEL 0294-52-1211 Mail 　

職場体験の受入れ（自動車部品製造）
ＮＣ旋盤，ＭＣでの切削加工，刃物を再研磨して再生
や，刃物の性能を高めたり，特赦な刃物の製作

高 日立市近隣（通える範囲）

２名まで　　土・日・祝日・会社休日は不可

助川電気工業株式会社 〒 318-0004
高萩市上手綱 3333-23

担当 総務部・副長：畑山
TEL 0293-23-6411（内 204） Mail hatayama@net-sukegawa.com

職場体験・インターンシップの受入れ
　シース型熱電対及びヒーターの組立，検査工程の体験

高 日立市近隣
３名まで　土・日及び会社休業日は不可　高等専門学校も受入可

学校法人田村学園 正美幼稚園 〒 311-3124
茨城町中石崎 852

担当 園長：諏訪
TEL 029-293-7111 Mail masami@tamura.ac.jp

職場体験・インターンシップの受入れ
　園児と一緒に遊ぶ，基本的な生活習慣の補助

中・高 茨城町，水戸市
３名まで　　夏休みがより受入れ可能

株式会社 フロンティア水戸
ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸

〒 310-0031
水戸市大工町 1-2-3-4F

担当 経営管理部・課長：小原
TEL 029-300-2050 Mail k-obara@frontier-mito.jp

職場体験・職場実習の受入れ
　ホテルサービス業務やフロント業務の体験
　テーブルマナー講座

小・中・高・特 全県
職場体験：３名まで　12月は受入不可
テーブルマナー講座：人数は応相談，要実費
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ユウアイペット有限会社
けやき台動物病院

〒 302-0128
守谷市けやき台 1-27-10-1

担当 院長：清水
TEL 029-748-8199 Mail keyaki@olive.ocn.ne.jp

職場体験・職場見学の受入れ
　診察，手術の見学，作業（清掃，動物の世話，雑務）の体験

中 守谷市
４名まで

株式会社 ウインズ・ユー 〒 300-1234
牛久市中央 4-12-3

担当 牛久店長：植田
TEL 029-870-3663 Mail wu_ushiku@winds-u.jp

職場体験の受入れ
　管楽器の分解組立ての実技体験

中・高 県南地区
３名まで　水曜及び吹奏楽コンクール直前の繁忙期は不可

株式会社 アマレイノベーション
アプティパ 境店

〒 306-0400
境町 119-40

担当 店長：郡司
TEL 0280-86-6567 Mail 　

職場体験・インターンシップの受入れ（美容室）
小・中 境町近隣
3～ 4名　火曜及び第３水曜は不可

株式会社 アマレイノベーション
アプティパ 守谷店

〒 302-0121
守谷市松ヶ丘 7-1-8

担当 店長：土田
TEL 0297-47-1077 Mail 　

職場体験・インターンシップ・見学の受入れ（美容室）
小・中 守谷市近隣
職場体験：３名まで　見学：10名まで　火曜及び第３水曜は不可

有限会社 美徳工業 〒 311-3116
茨城町長岡 4070-435

担当 代表取締役：渡辺
TEL 029-292-0993 Mail btk@dg8.so-net.ne.jp

職場体験の受入れ
建設現場に伴う足場組立てと解体作業，高所作業時の
安全対策の指導，工場内での実地体験

中・高 全県

20名まで　日・祝日は不可

萩谷農園 〒 311-3157
茨城町小幡 680-61

担当 萩谷
TEL 090-5801-8030 Mail 　

職場体験の受入れ
トマト，キューリ，ナス，ニンジン等の収穫管理作業，草取りや誘因，芽かき

小・中・高 全県
５名まで

キヤノン株式会社 取手事業所 〒 302-8501
取手市白山７丁目 5-1

担当 田川
TEL 0297-73-9556 Mail tagawa.eriko@canon.co.jp

職場体験・インターンシップの受入れ
中・高 中：取手市　高：全県
受入れ人数は要相談　８月中旬は受入れ不可

近藤農事実践株式会社 〒 311-3114
茨城町大戸 2780-6

担当 代表取締役：永井國男
TEL 029-353-6626 Mail 　

職場体験の受入れ
　豆腐つくり，パンつくり体験

小・中・高・特 全県
30名まで　月曜及び８月中旬，年末年始は不可　要材料費

ヤマト精機株式会社 〒 308-0837
筑西市嘉家佐和 2101

担当 製造部長 :服部
TEL 0296-25-3488 Mail yamato11-22@celery.ocn.ne.jp

職場体験・インターンシップ・工場見学の受入れ
　精密機械を使っての金属の加工（ロボットや車の部品）
の体験・見学

中・高 筑西市
職場体験・インターンシップ：2～ 3名
工場見学：20名まで 土・日は不可

有限会社 珍満飯店 〒 300-0511
稲敷市高田 3548-42

担当 大川
TEL 029-892-2054 Mail 　

職場体験の受入れ
　接客等の体験をいたします。

中 稲敷市
4名まで　土・日・祝日は不可

大黒家 ※【食育】参照 東京ガス株式会社　日立支社 ※【食育】参照

森の石窯パン屋さん ※【食育】参照 いばらきコープ生活協同組合 ※【食育】参照

有限会社 横田農場 ※【食育】参照 生活協同組合 パルシステム茨城 ※【食育】参照

茨城トヨペット株式会社 ※【科学・理数】参照 関彰商事株式会社 ※【科学・理数】参照

筑波学園ガス株式会社 ※【環境】参照 株式会社 石井商会 ※【安全】参照

茨城県職業能力開発協会 ※【キャリア教育】参照 ネッツトヨタ茨城株式会社 ※【キャリア教育】参照

株式会社 水戸京成百貨店 ※【キャリア教育】参照 株式会社 伊勢甚本社 ※【キャリア教育】参照

公立学校共済組合水戸宿泊所
レイクビュー水戸 ※【キャリア教育】参照 結城信用金庫 ※【金融・経済・法律】参照

ぺんてる株式会社 茨城工場 ※【文化・伝統・芸術】参照 有限会社 常陸窯 いそべ陶苑 ※【文化・伝統・芸術】参照

有限会社 大津晃窯 ※【文化・伝統・芸術】参照 笠間工芸の丘株式会社 ※【文化・伝統・芸術】参照
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株式会社 山水 ※【文化・伝統・芸術】参照 茨城県福祉介護事業協同組合 ※【福祉・ボランティア】参照

株式会社 柳川採種研究会 ※【農業体験】参照 株式会社 倉本商店 ※【農業体験】参照

株式会社 フットボールクラブ水戸ホーリーホック ※【スポーツ・体育】参照 株式会社 たっぷとりで ※【スポーツ・体育】参照

セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ ※【スポーツ・体育】参照 足と靴の健康相談室
シューズサロンタグチ ※【健康】参照

有限会社 久米薬局 ※【健康】参照 水戸済生会総合病院 ※【健康】参照

株式会社 サンテ ※【健康】参照 大子製菓協業組合 ※ 【見学（職場見学・施設見学・
工場見学）】参照

株式会社 山新 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 株式会社 横山印刷 ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

有限会社 太洋舎 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 笠間ポレポレシティ ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

江川紙パック株式会社 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 株式会社 タイショー ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

鹿島サンケン株式会社 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 国際ロジテック株式会社 ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

株式会社 大友製作所 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 株式会社 ティー・エム・ピー ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

株式会社 小峰製作所 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 吉野電業株式会社 ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

茨城電機工業株式会社 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 日本ナショナル製罐株式会社 ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

コロナ電気株式会社 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 イオン つくば駅前店 ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

イオン 石岡店 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 イオン 取手店 ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

イオン 下妻店 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 イオン 笠間店 ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

イオン 常陸大宮店 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 イオン 土浦店 ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

イオン 那珂町店 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 イオン 東海店 ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

イオン 鹿嶋店 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 イオン 古河店 ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

イオン 高萩店 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照 イオン 水戸内原店 ※ 【見学（職場見学・施設見学・

工場見学）】参照

イオン つくば店 ※ 【見学（職場見学・施設
見学・工場見学）】参照

写真について
〔表紙〕
　《左上》茨城県トヨタ販売会社グループ「トヨタ原体験プログラム」（日立市立中小路小学校）
　《左下》結城信用金庫「お金について考えよう」（古河市立諸川小学校）
　《右上》NTT東日本茨城支店「ネット安全教室」（取手市立桜が丘小学校）
　《右下》西茨城自動車協業組合「職場体験」（笠間市立友部第二中学校）

〔裏表紙〕
　・水戸ヤクルト販売株式会社「おなか元気教室」（水戸市立笠原小学校）
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企業との連携による
教育支援ウェブサイトのご案内
★トップページ

★検索のページ

最新情報が掲載されているウェブサイトも見てくださいね !
検索機能など便利な機能があるのじゃぁ !

URL：//www.edu.pref.ibaraki.jp/kigyou/

  茨城県教育委員会　企業連携 検索
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