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キャリア教育協力企業リスト
業種／会社名

【掲載企業】
株式会社市民調剤薬局（医療・福祉）
東北電力株式会社 新潟支店（電力）
株式会社新潟クボタ（販売／農業機械）
麒麟山酒造株式会社（製造／食品）
株式会社福田組（建設／総合建築）
島津印刷株式会社（製造／印刷）
グローカルマーケティング株式会社（サービス／マーケティング支援）
株式会社バウハウス（サービス／清掃）
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2018年1月発行

進路を考えるワークや職業インタビューなど、
みらいず BOOK をさらに活用できる方法をまと
めた活用ガイドも用意しました。専用ワークシー
トもホームページでダウンロードができますの
で、ぜひご覧ください！
【掲載企業】
一般財団法人和田徳伝会（医療・福祉）
グリーン産業株式会社（建設）
イオンリテール株式会社（総合スーパー）
株式会社サカタ製作所（製造）
株式会社アクアシガータ（サービス）
株式会社東邦アーステック（製造）
アサヒアレックスホールディングス株式会社（建設）
山津水産株式会社（商社）
株式会社ミトク（運送サービス業）
有限会社長谷川挽物製作所（製造）
株式会社新越ワークス（製造）
越後製菓株式会社（製造）
くびき野森林組合・いわふね森林組合（林業 )

雪国魚沼の清酒「鶴齢・雪男」の製造、販売
南魚沼市塩沢 1214 ☎025-782-0012
http://www.kakurei.co.jp
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商社

新潟の総合商社として多角的事業を展開し、
皆様の豊かさと地域の発展を目指しています
新潟市中央区東堀通一番町 494 番地 3 ☎025-228-4888
https://www.atagosyoji.co.jp
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サービス・鉄道

鉄道事業、生活サービス事業、IT・Suica 事業等の連携による豊かなライフスタイルの実現
新潟市中央区花園 1 丁目 1 番 1 ☎050-2016-1600（お問合せセンター）
http://www.jrniigata.co.jp
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サービス・清掃

清掃、
環境衛生、
設備運転、
建物営繕、
警備・防災、
ビル保全に関わるサービスを提供
新潟市中央区上大川前通 9 番町 1268 番地 2 ☎025-228-3477
http://niigata-bs.co.jp
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建設・設備

冷凍技術で食の世界を変える！施工とメンテナンスを一貫体制で担う総合建設業！
柏崎市両田尻 515 番地 ☎0257-23-7971
http://mitaka.info
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エネルギー・天然ガス

新潟市秋葉区、江南区（一部）・五泉市での都市ガスの供給・販売に加え、太陽
光発電所の運営・管理を行う。
新潟市秋葉区新津 4516 ☎0250-24-2171 https://www.echiten-gas.co.jp
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エネルギー・石油鉱業

国内外における、石油・天然ガスの探鉱、開発、生産、輸送、販売事業など
長岡市東蔵王二丁目 2 番 83 号 ☎0258-31-1401
https://www.japex.co.jp

@miraisbook
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「もっと知りたい」という中高生のために、みら
いず BOOK の紙面では載せきれなかった、企
業の情報や取材の裏側を楽しく紹介していきま
す！週１回程度のペースで投稿をしています。
ぜひフォローしてみてください。
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SPiRAL

エネルギーの安定供給を使命とするパイプライン管理のすべてを業務とする会社
長岡市東蔵王 2 丁目 2 番 83 号 ☎0258-31-1456
株式会社ジャペックスパイプライン http://www.japex-jpl.co.jp
エネルギー・技術サービス

太陽光から次世代エネルギー開発
新潟市中央区下所島 2-17-3 ☎025-284-1210
http://www.chiyoda-energy.com
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エネルギー・自動車

石油・自動車のトータルサービスを提供！新潟に笑顔とエネルギーを届ける丸新グループ
新潟市東区船江町 1-29-3 ☎025-271-3939
http://www.marushin-group.co.jp
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製造・プラスチック

P.20

を
チャレンジ
中高生の るんだね
い
応援して

サポート

石油資源開発株式会社 長岡事業所

エネルギー・太陽光発電
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サポート
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新津石油株式会社

主にお米から作ったバイオマスプラスチック樹脂の製造と企画、
新素材の研究開発
南魚沼市寺尾 1300 ☎025-775-7155
http://www.biomass-resin.com

P.22-23

「自分から 自分らしく みんなとともに 社会をつくる人を育てる」をミッションに
掲げる、教育支援団体です。新潟県内の中学生・高校生が、「やりたいこと」「でき
ること」「求められていること」を見つめ、自分の未来を切り拓いていくサポート
をしたいと活動しています。
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「みらいずBOOK」をつくっている、みらいずworksとは？

サポート
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Instagramはじめました！
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職場体験 体験実績 職業講話

製造・食品

P.14-15

みらいずBOOK活用ガイドもチェック！

△＝条件により受入可。ご相談ください ×＝受入不可
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P.6-7
【掲載企業】
株式会社スノーピーク（製造）
株式会社玉川堂（製造）
株式会社廣瀬（建設）
株式会社ハードオフコーポレーション（販売・その他（リユース））
総合リハビリテーションセンター・みどり病院（医療・福祉）
新潟県労働金庫（金融）
株式会社新潟日報社（マスコミ）
税理士法人石田経理事務所（サービス）
防衛省自衛隊新潟地方協力本部（その他）

〇＝受入可

事業内容／連絡先

P.4-5

【掲載企業】
三幸製菓株式会社（製造／食品）
新潟綜合警備保障株式会社（サービス／警備）
金井度量衡株式会社（商社／機械）
ナミックス株式会社（製造／化学）
菊水酒造株式会社（製造／食品）
株式会社アークベル（サービス／冠婚葬祭）
NST（マスコミ／放送）
株式会社博進堂（製造／印刷）

みらいず BOOK vol.5 の協力企業の一覧です。
職場体験や職業講話の対応状況についても調べることができます。

地域課題解決型
キャリア教育

高校生の地域活動を
サポート

中高生みらい探究ラボ
SPiRAL

先生の学びを応援
“みらいずカレッジ”

中高生が身近な課題を見つけ、それ
を探究しながら、解決策やアイデアを
形にする授業です。自分の得意なこと
が見つかったり、視野が広がり、地域
の魅力を再発見する機会になります。

地域を自分たちの手でより良くする
ためのアイデアを高 校 生が 考え、
それを発表・実行します。地域の
人や、その道のプロにアドバイスを
もらいながら活動していきます。

中高生が学校外の時間を利用して、
様々な学校・学年の仲間と一緒に、
自分や地域のみらいを考え、行動
し、探究していくプロジェクトを行っ
ています。

先生だけでなく、企業に勤めている
人、大学生などがごちゃまぜになっ
て教育に関係するテーマについて
学んでいます。時には中学生、高
校生が参加することも。
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