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VOL.4
2018年1月発行

【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）

VOL.5

VOL.6

2019年3月発行

2020年4月発行

【掲載企業】
株式会社ファーコス（医療 / 福祉）
株式会社日さく（建築 / 土木）
青木環境事業株式会社（サービス / 廃棄物処理業）
株式会社タカヨシ（製造 / 印刷）
福田道路株式会社（建設 / 道路）
株式会社ナレッジライフ（総合工事 / 住宅）
ゆきぐに森林組合（林業 / 食品）
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「みらいずBOOK」をつくっている、みらいずworksとは？
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ICT サービスを使い、皆さんの豊かで便利な暮らしをサポートいたします
〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山 2 丁目 5 番地 1
☎025-243-0211 https://www.bsnnet.co.jp
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情報通信

地元新潟のお客様を中心に、
システム開発や Web サイト制作の IT サービスを提供します
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代 2-3-16 リバービュー SD ビル 10F
☎025-246-4666 https://www.siance.co.jp/

5

医療

地域住民・患者・家族・職員、
全ての人が安心できる病院、
介護施設を目指しています
〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺 2 丁目 5 番 1 号
☎025-244-0080 https://www.midori-gr.jp
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食品

8

サービス
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タケショーは、あなたの身近な食に関わる、食品開発サポート企業です！
株式会社タケショー 〒950-3122 新潟県新潟市北区西名目所 5503 番地１
☎025-278-2001 https://www.takeshofood.co.jp
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地域における
「人」
「組織」
の課題を解決するコンサルティングファームです
〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口 1-1-50 アテンドビル 3 階
☎025-250-5907 https://mosaicwork.co.jp

みらいず NOTEBOOKで
「総合的な探究の時間」をサポート！
高校 1 年生の探究学習をサポートすべ
ルを高めるワークブック、
「みらいず
NOTEBOOK」
を用意しました。
自己理解ワーク、探究の練習、探究
演習、次なる問いの設 定など…、探
究学習の一連の流れをこの 1 冊で体
験 す る こと が で き ま す。み ら いず

みらいずworksでは他にも
いろいろな活動を行っているよ！

BOOKと連 動した内容になっている
ので、ぜひ一緒にご活用ください！

詳しい情報はこちらをチェック
みらいずworks
ホームページ

高校の探究学習をサポート

カリキュラムづくりや、学校外部との協力体
制づくり、探究授業の企画・運営など、高
校生のよりよい探究学習のため、様々な視
点から学校のサポートをしています。
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探究学習ラーニングコミュニティ

探究学習を推進したい先生方がオンライン
上で学び合う場を運営することで、高校
生のより良い探究学習を支援しています。

@miraisworks
@miraisworks
@miraisworks

オンライン
のみ

社会のニーズに合った教育事業の可能性を追求しています
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通 1-11-32
☎025-243-1166 https://www.nsgac.co.jp/

教育

く、探究への理解度や探究的なスキ

「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。

職場体験 体験実績 職業講話

多様な人たちのライフデザインを創造し、
共生社会の実現と地域経済の発展に貢献します
〒950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南 1-32-16 3F
☎025-248-1960 https://ihavea-dream.jp/

P.14-15

【掲載企業】
青木酒造株式会社（製造・食品）
愛宕商事株式会社（商社）
JR 東日本新潟支社（サービス・鉄道）
株式会社新潟ビルサービス（サービス・清掃）
株式会社ミタカ（建設・設備）
越後天然ガス株式会社（エネルギー・天然ガス）
石油資源開発株式会社 長岡事業所（エネルギー・石油鉱業）
株式会社ジャペックスパイプライン（エネルギー・技術サービス）
株式会社千代田エネルギー（エネルギー・太陽光発電）
新津石油株式会社（エネルギー・自動車）
株式会社バイオマスレジン南魚沼（製造・プラスチック）

事業内容／連絡先

福祉

3

6

【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 )

△＝条件により受入可。ご相談ください ×＝受入不可

未来を担う子どもたちを育む先生方の教育活動を支援しています
〒950-0913 新潟県新潟市中央区鐙１丁目５−９
☎025-244-0367
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【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

小売
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【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.7 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。

もあるよ
みらいずBOOK「WEB版」
イベント情報もこちらから！
詳しい内容は

みらいずBOOK

vol.7
発 行 人 ：小見まいこ
編
集 ：角野仁美、河合祥希、
小林さやか、瀬倉隆博
デザイン ：山賀慶太、加藤歩美（Pデザイン研究所）
ライター ：阿宮由子、鈴木亮平、横尾文子
イラスト ：神田亜美
協
力 ：荒井美雪、木村有希、赤塚琳、
乙川文香、志貴美咲、中村華子
印
刷 ：島津印刷株式会社
第7号／2021年6月30日発行
発行：特定非営利活動法人みらいずworks
〒950-2044 新潟県新潟市西区坂井砂山2-18-2
TEL&FAX 025-211-8383
MAIL：info@miraisworks.jp
http://www.miraisworks.com/

「みらいずBOOK」SNS&YouTubeチャンネルも展開中！
@miraisbook
@miraisbook
チャンネル名「みらいずBOOK」

「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
きれなかった情報や取材の裏側を楽し
く紹介しています！ YouTube では新潟
で働くありのままの姿を動画で配信中！
ぜひチェックしてみてください。
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