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みらいずBOOK第7号は、「新潟で働く楽しさや可能性を中高生に伝えたい」という
思いに賛同してくださった、企業や個人のご協力により、新潟県全域の高校1年生
全員に無料でお届けしています。

取材の
裏側を

もっと
知りた

いなぁ

みらいずBOOKのInstagramを見てみようぜ！

みらいずBOOK「WEB版」もあるよ
イベント情報もこちらから！

詳しい内容は みらいずBOOK 検 索

  新潟で働く大人と出会い、
自分らしい“みらい”を見つける

07
12 6

未来にふみ出す学びを 子どもたちへ

「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ま
す！週１回程度のペースで投稿をしていきます。
ぜひフォローしてみてください。

Instagramでも追加情報を発信中！
@miraisbook

@miraisbook

YouTubeチャンネルを開設しました！
新潟で働く大人たちのありのままの姿を動画
で配信。その仕事の面白さや、仕事をする中
での成功・失敗エピソード、仕事に就くまで
の道のりなどをお伝えします。

チャンネル名
「みらいずBOOK」

探
究
マ
ガ
ジ
ン

ってなんだ？

デジタル・ト
ランスフォー

メーション



人間でいうと15歳。気になった
ことはなんでも聞いちゃう知り
たがりで、常に持っているお気
に入りのバックには、取材道具
と大好きなお菓子が入ってる。

ミチル

ミチルの友達。しばらく日本
海へ旅に出ていたが、最近
新潟へ戻りミチルと再会。

ジョー

とは？

高校１年生のあなたにとって、「探究学習」はまだよくわからない学習かもしれません。でも、みなさんが数年後

に働く未来において、「探究学習」での学びは必ず活きてきます。なぜなら、「働く」ことは、「探究」活動の連続

だからです。とくに、withコロナ時代では、大人も未だ解決したことのない課題と向き合い、試行錯誤をしなが

ら仕事をしています。

　NIIGATA探究マガジン「みらいずBOOK」には、新潟で働く大人たちの仕事における探究活動を多数紹介

しています。とくに今号は、クラウドファンディングを通して全国各地から128名の寄付者の力をお借りして、み

なさんにお届けすることができました。

大人の姿を通して、地域や社会の課題をとらえ、「自分ならどうするか？」と探究をしてみてください。「みらい」

をイメージするきっかけに、地域や社会をよりよくするヒントが得られる機会になることを願っています。

NPO法人 みらいずworks 代表理事　小見まいこ

MIRAIS BOOK vol.7

第7号の特集テーマは、DX（デジタル・トランスフォーメーション）。デジタル技術の浸透に
よって生活があらゆる面でより良い方向に変化することを意味する概念です。新潟で活躍す
る企業の皆さんの取り組みを参考にして、withコロナ時代を切り拓くDXや、みんなの未来
を探究してみてください。

マークについて

vol.7テーマ

探究学習とは、自分なりの問い
を持って、自分の頭で考えて行
動し、学びを積み重ねていくこと
を指します。探究のサイクルを繰
り返し、正解がない問いに対し
て、自分の考えや課題を更新し
ていきながら学びを深めます。

探究学習とは？

特集

withコロナ時代を切り拓くDXとは？
新潟県 知事政策局 ICT推進課（取材当時）　山本 幹彦さん
新潟県 産業労働部 創業・イノベーション推進課　眞保 裕一さん

INTERVIEW 企業のDX化に携わる、渋谷さんに聞きました！
フラー株式会社代表取締役会長、新潟ベンチャー協会 代表理事、長岡高専 客員教授　渋谷 修太さん
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あらゆる情報をひも解き、データに価値を見出す！
株式会社BSNアイネット／産業ビジネス事業部　田中 優花さん

教材を通じた個別最適化を目指して教材活用支援にも力を注ぎます！
株式会社新潟教材／営業部　長谷川 聡さん

障がい者人材と企業をマッチングし持続可能な社会へ
一般社団法人 I have a dream 事務局／営業事務　江口 知美さん

使いやすく便利なWEBサービスを開発する！
株式会社シアンス／ITソリューション部システム課 プログラマー　遠藤 健太さん

希望通り退院できるように患者様のリハビリを支援する！
医療法人新成医会 みどり病院／看護部 回復期リハビリテーション病棟介護福祉士　照井 若葉さん

リアルを超える個別指導を実現　教育格差がない世界を創る
株式会社NSGアカデミー／NSG PLATS 個別指導事業本部 本部室 室長　古川 智詞さん

会社に最適なシステムを導入、全員が想いを叶えるゆとりを生み出したい
株式会社タケショー／経営企画部システム企画課　江部 裕介さん

幸せに働く仕組みをつくる！
株式会社モザイクワーク／代表取締役社長　杉浦 二郎さん

FEATURE 
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Mirais Knock vol.05 高校生の探究現場に密着！
株式会社モザイクワーク／代表取締役社長　杉浦 二郎さん

紙面では、登場する大人の皆さんの探究活動を紹介しています。

ずっと新潟で学び、
働いている人

県外出身で、
新潟で働いている人

一度県外で学んだり、働いたりして、
新潟に戻ってきた人

進路や将来のことで悩んだり、漠然と不安に思っている中高生に、
自分の将来を考えたり、可能性が広がるキッカケを届けたい。
家族や先生以外にも、新潟にはたくさんの生き方・働き方があることを知ってもらいたい。
そんな願いから、「みらいずworks」はみらいずBOOKを発行しています。

課題の背景や
テーマ設定の理由

探究のテーマに
対する調査や現場
での試行錯誤

調査から見えてきた
大切なこと、新たに
わかったこと

現場での実践や
その成果

課題設定 Action!情報収集 整理・分析

とは？

ボクたちも
探してね！

高校生の探究現場をwatch！
NIIGATA高校生マイプロジェクト☆LABO

中高生による地域プロジェクトの現場をwatch！
阿賀町の中高生による「発酵キッチン」プロジェクト

たくさんの人の想いを乗せて実現 みらいずBOOK vol.7
クラウドファンディングのご支援ありがとうございました！

ワークシート「みらいずQuestion」

バックナンバー／みらいずworksとは

キャリア教育協力企業リスト

課題の設定

整理・分析

まとめ・表現 情報の収集
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2000年代に入ってから20年経った今でも、日本に
おけるICTの活用は、他の先進国に比べて遅れていま
す。この20年間、デジタル化が進まなかった理由と
しては、「デジタル化がなぜ必要なのか？」への理解が
浸透していなかったことが挙げられます。その影響で、
今でも社会には「ICTは高価で使いづらい」と考える人
がいます。

しかし、現在は無料アプリからサブスクリプションま
で新たなサービスが登場しており、ますます便利になっ
ています。昔は高価だったPOSレジ（※）も、今は iPad
があれば代用できます。そこで新潟県では、ICT につ
いて情報が少なく不安を感じている人に「ICTを利用す
ると便利である」というイメージを持ってもらうことが
ポイントだと考えています。DX推進のためには、ICT
に対するイメージを変えていくことが重要なのです。

これからICTの活用が進んでいく社会を生きる皆さん
には、ICTを使うのが苦手な人の気持ちを理解しつつ、
ぜひ周りの人もICTを使えるように助けてあげてほしい
です。ICTを使うのが苦手な人は、ICTに不安や恐怖
を感じているかもしれません。その気持ちを理解しつ
つ、お互いが得意な分野を活かしてDXを推進していっ
てほしいと思います。また、ITエンジニアを目指すみ
なさんには、多様な分野のDXに対応できるよう、今
から色々なことに興味を持ち続けてください。

DXで今ま
でと

何が変わ
るんだろ

う？

Digital Transformation
デジタル　

　トランス
フォーメー

ション
withコロナ時代

を切り拓く

とは？
山本 幹彦さん

新潟県 知事政策局ICT推進課（取材当時）やまもと    みきひこ

DXは「デジタル・トランスフォーメーション」の略で、
直訳すると「デジタル変革」です。DX という言葉は
2004年にスウェーデンの大学教授が提唱した概念
で、「ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い
方向に変化させる」ことを意味します。わかりやすく
言うと、「ICTを活用して、暮らし方や働き方をよりよ
くする」というところでしょうか。
新潟県は広く、中山間地や離島もあります。さらに少
子高齢化や人口減少も進んでいます。しかし、DXに
よりドローン宅配や無人バス、オンライン診療などが
実現すれば、田舎に住んでいても都会と同じような
サービスを受けることができ、都会と同じように働くこ
ともできます。このように、デジタル技術を活かしてよ
り暮らしやすい、働きやすい社会をつくっていくことが
重要だと思います。

ICTを活用し、
より良い働き方・暮らしを
実現するDXとは？

新潟県における
DX推進のポイントは？

まずDXは既に存在している企業で起こるものです。
今までのやり方があって、それをデジタルに置き換え
て新しい価値を生み出す。その変化がまさに「デジタ
ル・トランスフォーメーション」です。ITベンチャー
企業などでは最初からデジタル化されているので「トラ
ンスフォーメーション（変革）」とは言えません。
　フラーでは、アウトドア用品をつくっている株式会
社スノーピークさんと一緒にアプリをつくったことがあ
ります。そのアプリでは、アウトドア用品の購入だけで
なく、取扱説明書を読んだり修理を依頼したりするこ
とができます。紙の説明書では暗いところで読めませ
んが、アプリなら夜のキャンプ中にも読むことができ、
お客さんにとってより便利なものになっています。
　これらのように、今まであるものをデジタル化する
ことでお客さんの体験や事業の仕組みが変わることが
デジタル・トランスフォーメーションですね。その結果、
お客さんもその企業の商品やサービスを好きになりま
す。売る側にとっても買う側にとっても良さがあるの
がDXと言えますね。

眞保 裕一さん

新潟県 産業労働部創業・イノベーション推進課しんぼ     ゆういち

※POSレジは、売上情報や顧客情報を管理、
　分析できるレジのことです。

オンラ
イン診療

だいぶ
良く

なりま
した

調子はいかがですか？

フラー株式会社代表取締役会長
新潟ベンチャー協会 代表理事
長岡高専 客員教授
しぶや     しゅうた

渋谷 修太さん（32歳）
【出身校】
長岡工業高等専門学校
筑波大学理工学群社会工学類

紙の説明書をデジタル化
こんな事例があったよ！

地方の企業ではデジタル化が遅れています。しかし、
デジタル化していないのにビジネスとして続いている企
業があるのはすごいことなんです。これらの企業はデジ
タル化していない不利な状況にもかかわらず、事業を
続けています。こういった企業がデジタル化を進めれ
ば、デジタル化していない余白の分、さらに成長でき
ることになります。デジタル化が遅れている地方だから
こそ、DXの可能性を秘めているんです。

地方だからこそDX推進に意味がある

いつの時代も若い人は可能性があって、日本や世界の
未来をつくるので、自信を持ってください。自分たちに
しかできないこともたくさんあるし、未来は本当にひら
けています。一度きりの人生、馬鹿みたいでもいいの
で夢を追いかけて後悔のないように生きていってほし
いと思います。

いつの時代も若い人が未来をつくる
高校生のみんなへ

今回取材を担当した
高校生編集部 しんごくん

取材をしてみて、起業家の方は発
想が全然違うなという印象を受け
ました。新潟を良くしたいという
思いがよく伝わってきました。

取扱
説明
書を

デジ
タル
化

点いた！

長岡高専在学中、仲間たちと夢を叶えたいと起業を
志し、経営を学ぶために筑波大学に編入学。スマート
フォン向けアプリに将来性を見出した23歳のとき、
アプリ分析を主事業とするフラー株式会社を創業。
創業時に4名だった従業員も100名を超え、新潟が
誇るIT企業の一つとなっている。現在は代表取締役
会長として、若手起業家の育成にも尽力している。

ICTは使いづらいというイメージ

ICTに対するイメージを変えたい

得意を活かしてDXを推進してほしい

企業のDX化に携わる、渋谷さんに聞きました！

錦鯉 DX
今までは人間が時間を
かけて判別していた
錦鯉の模様を、
AIが写真から判別！

例えば…

昭和三色
判別結果
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1
ミッション

株式会社BSNアイネット
（情報通信業）

医療・民間・公共分野を柱に、「電子カルテ /オ
ンライン診療」「生産・販売管理」「学校のICT化」
などのシステムを提供。さらに、AIや分析ツー
ルによるデータの可視化・分析等も行っている。
安全性に優れたICT技術で新潟の明日を創る。

COMPANY JOB こんな仕事をしています！

データ分析ツールを使用し、データを見や
すく整理して分析を行います。例えば、毎
月の売上高も棒グラフにすればどの月が高
いのかすぐにわかりますよね。そんな風に
データを自動で見やすく表示するためのシス
テムをつくっているんです。いま、少子高齢

化社会でどの業界も人手不足です。限られ
た人手を本当に必要なところで活かしていく
ためにも、データを効率よく活用することが
大切。お客様が仕事上の課題を素早く的確
に認識し、次のアクションにつなげるための
きっかけをつくっています。

データを可視化・分析し課題を発見する

これが私た
ちのDX

誰が、どんな場面で必要としている
情報なのかを見極める

データを活用して
新潟の企業を支えたい

あらゆるところに眠っているデータに
価値を見出せる人になる！日常に溢れている！

私が実際に携わったAI検品システムです！正
常な部品と不良品のデータをAIにたくさん
学習させることで、不良品検出を人間よりも
正確に、自動で行えるようになります。この
時はAIに学習させるデータを集めるために
部品の写真を何千枚も撮りました。

システムを構築する上で最も大切なのは、「お客様
が本当に求めているものは何か？」を理解すること。
たくさんの機能を加え、こだわりの詰まったシステ
ムになりすぎると、お客様にとって扱いにくいものに
なってしまうことも。ヒアリングを行い、図や絵を使っ
てイメージを丁寧に確認しながら設計していくことを
心がけています。
また、お客様自身も「どんなデータがあると経営に
役立つのか」が分かっていないことも多いです。そ
こを掘り起こしていくのも私たちの仕事。ヒアリング
ではお客様以上にその業界のことを理解し、ニコニ
コとおしゃべりをしているような雰囲気でお客様に
とって最適なシステムを探っていきます。

どんなデータでも、誰かにとってはものすごく価値のあ
るもの。しかし、データはそれぞれの関係性を深く分
析していかなければ、単なる情報の羅列に過ぎません。
私は、日常のあらゆるところに眠っているデータの価値
を見出し、新潟の企業に貢献したい。そんな想いで「好
奇心」を出発点に日々楽しく学び続けています！

動画はコチラ

新人研修でデータ分析ツールに触れる機会がありま
した。学生時代、私は文系で数字に触れる機会が
あまりなかったのですが、「こんな簡単にデータを分
かりやすく整理できるのか。使ってみたい！」「プロ
グラミングがちょっと苦手な私にもできるかも」と衝
撃を受けました。
データ活用によって得られる効果は高いのに、今の
世の中はまだデータを活用しきれてはいません。新
潟の人や企業をシステムからだけでなくデータ活用
の面から支えていける人になりたい。そんな想いで、
日々夢中になって仕事をしています。

課題設定

整理・分析

田中 優花さん（24歳）
たなか ゆうか

株式会社BSNアイネット 産業ビジネス事業部

PROFILE

新潟市立鳥屋野中学校
新潟県立新潟江南高等学校
新潟大学人文学部人文学科

出身校

御朱印集め、旅行趣  味

Action!01
｜JOB Category｜

情報通信
システムエンジニア

あらゆる情報を
ひも解き、
データに
価値を見出す！
データを可視化・分析するシゴト

M
IRAIS BOOK 7

御朱印帳集めが趣味で

神社にも興味を持ちました。

「好奇心」を出発点に！

例えば、小テストの点数や定期
テストの点数、出席数、授業を
受ける生徒の人数、先生の年齢、
先生の人数、授業時間、宿題
の量（数、所要時間）…それぞれの関係性を分析
してみることで新たな情報を得ることができます。
例えば、新潟市内の神社を地図上ですべて書き出
し、どの神様が新潟で一番多いのか、地域ごとに
どんな特徴があるのかを分析してみたり、映画「ゴ
ジラ」の中でゴジラが破壊した町の被害総額を調
べてみたり、データ分析ツールを使うといろいろな
データを分析することができます！

データは

データ
にはも

のすご
い

価値が
あるん

です！

お客様の業界
の制度や法律

、

お金の流れも
頭に入れた上

で、

設計書やシス
テムを

作ってるんだね
～！

2

普段生活している中で、
「もっと良くなればいいのに…」と
思うものをできる限り沢山
あげてみよう！

その原因を調べるための
データを集め、分析してみよう！

田中さんは自身のスキルアップのために有志の社内勉

強会に参加したり、上司や社外の人との会話をメモし

ていると教えてくれました。ストイックに学び・仕事に

励んでいる姿がとてもカッコよかったです！

しんご君 レポート
高校生編集部

データを見える化すると色 な々ことがわかるんです！

こうや
って
デー
タを

分析
する
んで
すね
！

AI（人工知能）検品システム

C
olum

n

られつ
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1
ミッション株式会社 新潟教材

（書籍・文房具小売業）

昭和 45 年創業。新潟市内の中学校を
主に、学校で使う教材や授業用の教
具、ICT 機器等を販売する会社。顕微
鏡や実験用薬品、保健室の測定機器
や保健用品等も取り扱っています。

COMPANY

学校で先生や生徒が使う物ほとんど全てが私
達にとって「教材」です。各種教材の案内や販
売、ICT機器の活用支援を始めとし、入試対
策用の補助教材を効果的に活用するための提
案研究等が仕事。先生や生徒に寄り添い、学
校での日々の教育活動の一翼を担う事が、自

分自身の仕事であり、社会貢献と考えています。
先生からの依頼の中でもやったことのないこと
や難しいことほど「まずやってみよう」と燃え
ます。求められたことに対して応えるだけでな
く、その先の提案もできるような存在でありた
いと思っています。

これが私た
ちのDX

学校ごとの要望に応える提案が重要

受験生が教材を活用して
より良く学ぶためにできる事は？

一連のアプローチで教材をより効果的に活用

新潟教材は、学校現場を「教材」を通じてサポート
しています。主な仕事は、学校で使うドリルやワー
クブックといった教材の案内と販売ですが、授業で
使うあらゆる道具の手配から活用支援まで、幅広く
お手伝いしています。
特に力を入れているのが、高校入試対策教材『新
研究』の効果的な学習方法の提案です。教材を買っ
ていただくのはもちろん大切ですが、本当に大事な
のはその先。手に取った生徒さんが「効果的に使い、
入試に対応する力を身につける」ことです。

私たちは教材を制作している企業ではありませんが、日々学
校におうかがいする中で、先生から聞いたご意見を教材制作
会社に伝えることも重要な仕事の一つです。教材へのご意見
を伝えることで教材制作のお手伝いもしています。
そうやって先生方のご意見も取り入れられて制作される『新
研究』ですが、毎年、最新の入試問題を使って改訂されている
ので、毎年新しい見本が完成と同時にまず届きます。見本が
届くとまず新潟県入試との分析をします。私は分析が得意な
ので、これらの分析資料づくりは中心となって取り組んでい
ます。弊社は入試対策のテストも扱っておりますが、分析の
結果はテストの方にも関連させていて、他の従業員がわか

課題設定

長谷川 聡さん（40歳）
はせがわ さとる

株式会社新潟教材 営業部

PROFILE

新潟市立五十嵐中学校
新潟県立新潟南高等学校
新潟大学教育人間科学部
学習社会ネットワーク課程

出身校

料理、DIY、キャンプ趣  味

Action!

02
｜JOB Category｜

小売
学校教材販売

教材を通じた
個別最適化を目指して
教材活用支援にも
力を注ぎます！
学校現場を支える
教材屋さんのシゴト

M
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先生や
生徒に

寄り添
い

力にな
れる存

在であ
りたい

です
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PCやタブレットを使ったら、
もっと効果的と思う学校の活動は？

アナログだからこそいい
ことって何だろう？

タブレットを使った営業活動・情報共有
新潟教材ではタブレット端末を導入しています。学
校を訪問する営業や社内にいる業務がタブレット
端末を持っていてクラウドストレージにデータを保
存しているので、どこにいてもデータを活用するこ
とができます。また、先生方からの要望や質問など
は即座にビジネスチャットツールで共有。従業員同
士で情報を共有し連絡を取り合うことで、組織的
にいち早く対応できます。

理科で使う実験用薬品を販売す
るには「毒物劇物取扱責任者」
の資格が必要。入社８年目頃に
資格を取得。学生時代ド文系で
苦手な分野だったので、本当に
めちゃくちゃ勉強しました。

毒物劇物
取扱責任者

日本の
工業と
貿易

日本の
工業と
貿易

日本の
工業と
貿易

日本の
工業と
貿易

日本の
工業と
貿易

〇〇の教材が
良いという話が
ありました。
見本の用意を
お願いします。

それは
いいね！

私の担当校でも
話をしてみます。

倉庫に
あるものを
出しておきます。

クラウド

情報収集 整理・分析

学校に特化した小規模な何でも屋さん

JOB こんな仕事をしています！

新潟市内の中学生のほとんどは、高校受験の準備を
始める時期に学校で高校入試対策教材を購入してい
ます。これは、先生方をはじめとして、生徒さんや
保護者の皆様が私たちのご案内する教材に期待をし
てくださっているからこそだと思っています。
ただ、生徒ひとりひとりの理解度や学習への取り組
み方はそれぞれで、得意・不得意も違います。
日々学校を訪問し、先生方といろいろな話をする中
で、先生方のお想いやお考えをうかがい、学校ごと
のご要望に応えられる提案をさせていただくことが
重要だと考えています。

『新研究』の専用ノートは３種類。
先生からのヒアリングを元に、
提案や販売方法なども様々。

生徒ひとりひとりが学習
に取り組みやすいよう、
学校ごとに作成。
中学３年間の学びは社会
人になってから必要なもの
ばかりなので、進学先にか
かわらずしっかりと学んでほ
しいと思っています。

やすいように説明のためのテスト対策の補助資料なども作っ
ています。問題内容や出題形式を1問ずつ見比べながら分析
し、資料を作るのは骨が折れますが、受験生のためと思えば
頑張れます。作成した資料はオンラインツールを活用して共
有していますが、共有するデータベースも作っています。
そして、受験生に『新研究』を効果的に活用してもらえるよ
う、営業部全体で情報交換をし、何度も先生と打合せをし
ながら学校ごとの学習をサポートする資料・アイテムを作成
していきます。ご活用いただけるものが提供できたときはや
りがいを感じますし、それらを利用して生徒さんが毎日学習
に取り組んでいるというお話をうかがうと、頑張った甲斐が
あったなぁという達成感があります。

共有できる
サーバー上のデータ

テスト対策の補助資料の一例

高校入試対策教材『新研究』
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一般社団法人 I have a dream
（福祉）

2020年に設立した法人で、労働力不足を
課題とする企業と、短時間なら働ける障が
い者（施設外就労）のマッチング事業を行
う。企業のSDGsや働き方改革と、障がい
者の生きがい創出の実現を目指している。

JOB こんな仕事をしています！

仕事を依頼したい企業と福祉事業所をつな
げ、仕事内容の説明や視察、職場体験の
コーディネート、就労が始まってからの経
過観察などを行います。また、障がい者
就労に関する講演会の開催、企業への提
案、成功事例をSNSで発信する広報活動

も私たちの大事な仕事です。障がい者の短
時間就労はまだまだ広く知られていません
が、企業にも障がい者にもメリットが大き
い新たな価値です。障がい者が与えてもら
う喜びだけでなく与える喜びを感じ、共生
社会を実現することが私たちの目標です。

障がい者就労のマッチングから、広報活動まで

COMPANY

「短時間就労」が課題解決のカギに従来の障がい者雇用の難しさを実感

2020年に設立された一般社団法人 I have a 
dream では、障がい者人材と企業のマッチングを
行っています。元々この事業は、ビル清掃の仕事を
行う株式会社バウハウスが2017年に始めたもので
すが、自治体や公益性のある団体などとのマッチン
グをスムーズに行うために、一般社団法人での活動
に踏み切りました。私自身バウハウスの社員でもあ
り、バウハウスのオフィス内で I have a dream の
運営を行っています。
元々バウハウスでは十数年前に特別支援学校からの
依頼で障がい者の実習生を受け入れ、ビルやアパー
トの清掃を教えるようになりました。それを機に、
2008年から障がい者雇用を積極的に行うように
なったんです。しかし、せっかく採用した障がい者
の方が、数カ月で辞めてしまうことが続きました。

企業は一定割合以上の障がい者を雇用することが法
律で義務づけられており※、 障がい者雇用としてカウ
ントされるには、週20時間以上の労働時間が必要で
す。しかし、多くの中小企業からは「障がい者を長時
間雇用する程の仕事量はないけれど、短時間であれ
ば非常に助かる」という声が聞こえてきました。また、
障がい者の方も、短い時間なら働ける人が多いこと
がわかりました。
そこで私たちはマッチングの必要性を感じ福祉事業
所と連携し、施設外就労という制度を利用して障が
い者のチームを企業につなぎ、短時間就労を行うこ

課題設定

江口 知美さん（37歳）
えぐち ともみ

一般社団法人 I have a dream 事務局
営業事務

PROFILE

新潟市立東石山中学校
新潟県立新潟東高等学校

出身校

おいしいものを食べること
娘たちと思い切り遊ぶこと

趣  味

Action!
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｜JOB Category｜

福祉
営業事務

障がい者人材と
企業を
マッチングし
持続可能な社会へ
障がい者の社会参加を促し、
企業の人材不足を補うシゴト

M
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情報収集 整理・分析

みんな
が

「私に
は夢が

ありま
す」

と言え
る未来

へ

I S S I O NM

1
ミッション

企業で働く社員の時間を
奪っている細かい業務は何か、
身近な大人にインタビューしてみよう

2 企業にとって役に立つ、
１日２時間程度の仕事が
何か考えてみよう

毎日
1～2時間だけ
手伝いに
来て欲しい！

週に2日間だけ
お願いしたい
仕事がある

1日4時間以上は
働けない…

同じことを正確に
繰り返す仕事が

得意！

企業

プラスチック形成品の箱詰
め作業。今まで行っていた社
員は専門性の高い仕事に移
り、工場全体の生産性につ
ながった。燕市の共生モデル
誕生！

園児たちが安心安全に過ご
せるため、定期的に除菌清
掃を実施。日常生活の中か
ら多様性も育くんでいく新
しいモデルです。（環境づく
り×共生づくり）

工事現場で障がい者に働いても
らう事は、専門性や安全面での確
保などで難しい点がありました
が、切り出してみると仮設トイレ
や休憩室など働ける場所は沢山
ありました。障がい者の支援では
なく、建設会社の本業につながる
WINWINのお仕事でSDGs（持続
可能な社会づくり）に繋がります。

マンション・アパートの共用
部分清掃はデザインが違って
も仕様は一緒。障がい者の一
番の強みであるルーティン
ワークで力を発揮します。

工場での作業

幼稚園での除菌清掃

建設現場での清掃

マンション・アパート清掃

1枚1枚
データ化
します。

建設業者が使う大型の
図面を撮影し、画像データ
化する作業を行います。緊急度が
低く社内でなかなか着手ができな
い仕事の依頼も増えています。

「図面の画像データ化」

それぞれの要望を
調整してお互いが

良くなるように結びつけるのが
「マッチング」なんだね。

事例紹介：短時間就労で実現できるさまざまな仕事！

で双方にメリットを生み出そうとマッチング事業を
始めたんです。
障がい者と言っても、人によって個性や得意分野が違
います。それぞれの特性を生かすことで質の高い仕
事ができますし、それにより企業の労働力不足を補
い、働き方改革の推進にもつなげられています。
　またその事例をホームページ等で情報発信をして
いくことにより、地域・社会全体に共生の輪が広がっ
ています。

※障がい者雇用率制度

長時間安定して働くことが難しい障がい者や、特定の仕事においてのみ
質の高い仕事ができる障がい者が、さまざまな職種で活躍しています。

マッチング
します！

障がい者が活躍する仕事 ： 食品工場での検品作業／学校の除菌清掃／魚の骨抜き作業 などまだまだあります！ QRコー
ドを読

み込ん
で、

参考記
事も

チェック
してみよ

う！

障がい者

0908



COMPANY JOB こんな仕事をしています！

5:00 起床
5:30-7:00
弥彦山でトレーニング

9:00出社
メールチェック・打ち合わせ・
プログラミング

18:00退社
ジムでトレーニング

22:00夕食

23:00就寝

いかに“準備＝自信”を

積み重ねていくか、という
アスリートの姿勢が、
仕事にも活かされて
いるんだって！

これが私た
ちの

シアンスでは、育児中の社員がワーク
ライフバランスを保ちやすいように、
７年前からテレワークを導入していま
す。その際に、作業内容や勤務時間を
見える化するツールを活用することで、
生産性の維持･向上を実現しています。

他社事例を探して、頭にインプット

「なぜ？」を何度も繰り返す高齢者が使いやすいWEBサイトとは? 最低限の機能で作り、ブラッシュアップ

私はデザイナーではありませんが、会社で利用しているデ
ザインツールを使った経験があったため、ツールの操作に
は慣れていました。ただ、すぐにデザインを始めるのではな
く、まずは同じような目的のWEBサイトを研究することか
らスタートしました。
ボタンや文字の配置、色などを感覚で作ってしまうと、使う人
にとって使いづらいものになりがちです。一方、既にある事例を
集めて、そこから参考になるデザインや考え方を採り入れる方
が良いものに仕上がります。情報収集と同時に、思いついたア
イデアを書き留めてリスト化する作業も進めていきました。

デザインの事例を集めた後は、それらを眺めながら「なぜ ?」
を繰り返していきました。WEBのデザインは論理的に作ら
れているものだからです。例えばボタンのデザインに着目
すると、最近はフラットデザインという立体感のないデザイ
ンが好まれていますが、今回のターゲットは高齢者です。
WEBサイトを使うことに慣れていない高齢の方に、間違え
ることなくボタンを押していただくには、むしろ陰影の付い
た立体感のあるデザインの方が使いやすいものになります。
目的に合っているかどうか？を考えながら、事例や書き留
めたアイデアを見つめ直し、制作作業に入りました。

開発期間は3カ月で、その間に優れた注文画面を完成さ
せなければいけませんでした。そこで私は、最初からじっ
くりと細部まで作り込むのではなく、早めにざっくり作り
上げてお客様に一度見てもらうことにしました。そこで要
望を聞いてブラッシュアップ（磨き上げて良くすること）をし
た方が、結果的に短時間でお客様により満足していただけ
るWEBサイトを開発できるからです。
最初に見せた画面は「使いやすい」と喜んでいただけました
し、要望を取り入れたことでさらに満足していただけたこ
とがとてもうれしく、大きな達成感を得られました。

私たちの仕事は、企業が抱えている課題をITの力で解決す
ることです。そのために、システムエンジニア、プログラ
マー、デザイナーでチームを組んで、新しいWEBサービ
スの企画や開発を行っています。
私はプログラマーとして、高齢者がメインターゲットであ
る商品注文サイトの開発を担当する機会がありました。デ
ザインの質があまり求められておらず納期も短かったこと
から、本来はデザイナーの仕事であるデザインも含めて自
分で行いました。その時の私のテーマは「高齢者が使いや
すい注文画面をデザインすること」でした。

課題設定

遠藤 健太さん（26歳）
えんどう けんた

株式会社シアンス
ITソリューション部システム課
プログラマー

PROFILE

新潟市立松浜中学校
新潟市立高志高等学校
（現新潟市立高志中等教育学校）
拓殖大学国際学部

出身校

サッカー、登山、スカイランニング、
SKIMO、ロードバイク、
チョコレート、コーヒー

趣  味

Action!04
｜JOB Category｜

情報通信
プログラマー

使いやすく
便利なWEB
サービスを
開発する！
チームで連携し、アプリや
WEBシステムを作るシゴト

M
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情報収集

WEB
開発も

スポー
ツも、

トライ
&エラ

ーを

繰り返
すこと

が大事
です！

整理・分析

シアンスではアスリートの採用を積極的に行ってい
ますが、私もアスリート社員として活動する一人です。
スカイランニングと山岳スキー競技SKIMOを行って
いて、SKIMOにおいては日本代表選手に選ばれま
した。裁量労働制で勤務時間が固定されていない
ため、トレーニングの時間を１日のスケジュールに組
み込みやすく、大会出場時も会社がサポートをして
くれるので、仕事と競技の両立ができています。

スキーモ

離れていて
も

連帯感を持
って働くこ

とができる

「Fチェア」
というツー

ルが

導入されて
いるんだっ

て！

テレワークの推進

アスリートと企業の
マッチングイベントが

入社のきっかけで、入社後から
本格的にプログラミングを
学び始めたんだって。
すごいぜ～！

アスリート活動との両立
大会前は、食事制限も！

ある１
日の
流れ

SKIMO Player

PROGRAMMER

高齢者にとって使いやすい
WEBサイトの注文画面は
どんなものか？
そのデザインを考えてみよう！

I S S I O NM

1
ミッションお客様の企業価値を高めるために、最適な

WEB戦略を考え、企業の経営戦略の一部とし
て活用できるWEBサイトやWEB広告、WEBシ
ステムなどを提案しています。お客様の視点に
立って使いやすい機能やデザインを追求し、企
画、設計、制作、開発、運用、アクセス解析

までをワンストップで提供できるのが私たちの
強みです。新しい情報システムを構築すること
で、業務の効率化やさまざまな課題解決を行っ
ていますが、常に「目的や意図が何であるか？」
を深く考えながら、チームでより良いサービス
を提供できるように努めています。

株式会社シアンス
（情報通信業）
1989年設立のIT企業で、システム開発、
ITソリューション、WEBサイト制作の3事
業を展開。ITを活用した課題解決の提案
から、開発、制作、アフターサポートまで
の一連のサービスを提供する。

顧客の真意を読み取り、WEBサービスを開発する
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医療法人新成医会 みどり病院
（医療・病院）

2002年に開院して以来、リハビリ・認知
症の治療ケア・在宅医療のサポートに力を
入れている総合リハビリテーションセン
ター。地域の皆さんが安心して治療を受
け、地域に戻れるように尽力している。

JOB こんな仕事をしています！

みどり病院は、地域住民や患者様をはじめ
とした全ての人が安心できるような病院を目
指して、リハビリや地域包括ケアに力を入れ
ています。私は、人と関わる仕事がしたくて
介護の仕事に就きました。普段、回復期リ
ハビリテーション病棟で入院患者様の介助

や看護計画の立案・実施、退院支援などの
仕事をしています。仕事をする上では、患者
様へ思いやりをもつことを心がけています。
本当に患者様の必要としていることを考え
て、優しく見守ることを常に心がけています。

入院患者様の希望を受け止め、思いやりをもって介護を行う

COMPANY

これが 私たち
の

患者様やご家族の思いを汲み取り、
患者様に合わせた看護計画を立案する

患者様が自立して
生活するために必要な支援とは

課題解決のための介護を行い、
患者様の希望する退院先へ

介護福祉士の資格はどこで学ぶ？

医療事故の防止や従業員の負担軽減の
ために、電子カルテを導入しています。紙
のカルテと異なり、書く必要がないため
入力の負担が減りますし、過去の手術な
どの履歴も見落とさずに振り返れるの
で、医療事故の防止につながります。

それぞれの患者様の情報を知るために、電子カルテ
やスタッフ間で情報を共有したり、患者様やご家族
に実際に思いを聞いてみることもあります。思いや
りを持って、患者様一人一人と向き合うことから介護
が始まっています。患者様の情報や思いをもとに退
院時の目標を立てて、看護計画を立案します。例え
ば、ある患者様が退院後に家に帰ることを希望して
いるとします。しかし、入院中は一人で排泄ができず、
このまま家に帰っても自立的な生活を送ることは困
難です。この場合、「一人で排泄を行う」という
ADL の再獲得を目標とします。その上で「そもそも
一人で排泄できるようになるのか」「排泄用品は何が
適切か」などを検討します。

看護計画に沿って、いろんなスタッフ※とともに介護を
行います。介護と言えば手伝うイメージが強いですが、
患者様のためには、ご自身でやってもらうのを見守る
ことも重要です。患者様の安全を確保しなければなら
ないので大変ですが、なるべくこちらから手を出さな
いような介護を心がけています。患者様が実際にやっ
てみた行動は評価し、患者様の目標を達成するため
には次にどんな行動をすれば良いのか検討します。こ
のように実際に行動してもらい、行動の評価、次の行
動の検討を繰り返すことにより、目標とする ADL の
再獲得を目指していきます。リハビリを繰り返したら、
患者様がどこまで自立的にできるようになったのか最
終評価を行います。目標とする ADL の再獲得ができ
たら、患者様の希望の退院先である自宅などに退院し
ていただくことができます。

介護施設であれば高齢の方が中心ですが、みどり
病院には若い方から高齢の方まで、たくさんの方が
入院しています。患者様の退院先はご自宅だけでな
く、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなど
がありますが、それぞれがどのような退院先を希望
し、そのためにはどんな ADL（日常生活動作）を
再獲得すれば良いのかを考えて支援するのが私の仕
事です。ADL は「歩行」「入浴」「排泄」など、自
立して生活するための動作のことで、患者様がどこ
までの動作を一人でできるようになりたいのかを考
えて退院支援を行います。

課題設定

照井 若葉さん（25歳）
てるい わかば

医療法人新成医会　みどり病院
看護部　回復期リハビリテーション病棟
介護福祉士

PROFILE

遠野市立宮守中学校
岩手県立遠野緑峰高等学校

出身校

料理、食べること趣  味

Action!05
｜JOB Category｜

医療
介護福祉士

希望通り退院
できるように
患者様の
リハビリを
支援する！
患者様の自立を支援するシゴト

M
IRAIS BOOK 7

※医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士などと協働で治療とケアを行なって
います。病院の介護福祉士は「チーム医療」の一員として
働いています。

私はもともと学校の勉強は嫌いでしたが、今
は日々勉強して介護の知識を増やしています。
これから先も長く介護の仕事に携わりたいの
で、今は患者様のケアプランを作るための「ケ
アマネージャー」の資格の勉強をしたいと考
えています。

情報収集 整理・分析

電子カルテを作成する照井さん

介護福祉士は、介護の資格の中でも唯一の国
家資格です。専門学校などで勉強しないと資格
が取れないと思われがちですが、実は病院や
施設で働きながら勉強して資格を取得すること
ができます。私は早く自立したかったので、高
校卒業後、無資格で介護施設に就職して介護
福祉士の勉強をしました。その後、みどり病院
に転職して資格を取得しました。働きながら資
格を取るという選択肢もあるので、専門学校に
行けないからと諦めなくても大丈夫です！

休みの
日は気

分転換
のため

に

お菓子
作りや

ハンド
メイド

をして
います

。

最近で
はクッ

キーや

ハーバ
リウム

を作り
ました

！

今後も介護の勉強を続けていきたい

働きながら
資格の勉強もして
すごいなー

LICENSE

はいせつ

く

I S S I O NM

1
ミッション

2

介護の仕事について、
どういうイメージを持っているか
みんなで考えてみよう

DXが進んだ将来、
介護がどんな仕事に
なっているか考えてみよう

電子カルテの導入で
医療事故防止！
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Webカメ１

先生の顔の画面寄りに設置
視線が合う！リアルより
気軽に先生と話せちゃう

COMPANY

ターゲット学力層はどこだ？　
自分たちにできることは？

生徒のつまずきを見逃さない
手元と表情を観察できるシステムを

大学周辺は過密状態
個別指導塾を広く展開したい

まずは、市場のオンライン学習サービスを調査。そうすると授
業内容は録画映像やビデオ会議サービスを使った対話型授
業、価格は数万円から数十万円までと実に様々でした。また、
学力層は5教科合計が100～400点向けのサービスが不足し
ているとわかり、ターゲット層を決めました。また塾と家での
勉強へのモチベーションの違いにも着目。塾の方が緊張感が
あり、大学生講師のアドバイスも素直に聞くことができます。
このことが良い成長を促すと考え、来校してオンライン授業
を受けてもらうスタイルにしました。

このシステムを実現するには、問題を解くスピードや手が止
まって考えている表情、ミスした瞬間など、リアル指導と同様
に生徒の手元と表情を把握できるシステムが必須でした。しか
し、参考にした他社のオンライン技術はレベルや費用が高す
ぎて導入できず、iPadなどで自作したものは想定したパフォー
マンスを出せず惨敗。ITに強いBSNアイネットさん（p4-5）に協
力していただき共同開発が始まりました。写り込んだ手にピン
トが合って他はボケてしまうなど、表情と手元の画像を同時に
写すのは相当苦労しました。カメラのオートフォーカス機能が
鍵となり、様々な問題を乗り越えてようやく完成できました。
夢が叶うワクワク感より、ビビっていたのが正直な気持ちで
す。指導のことだけ考えていましたが、想定外に費用がか
かったり、学習スペースが必要になったり、構想を実現して
いく難しさを感じました。それでもやり遂げられたのはBSN
アイネットさんをはじめ、本気で応援してくれた方々のおか
げです。実は私も中３の時、NSGに通っていて、成績は中ぐ
らい、態度は真面目な方ではなかったのですが、「お前なら
いける。頑張れよ！」って先生から声をかけられたのが今で
も支えになっています。うまくいかなくても自分が一生懸命
取り組んでいることをわかってくれる人は必ずいます。この
システムはみんなで作り上げた自信作。これまで個別指導
塾を出せなかったエリアに広げ、リアルよりも成績が上が
り、成長できる教室を創っていきたいです。

NSGアカデミーでは、よくある個別オンライン授業…ではな
く、全国初！生徒の表情と手元が画面で同時に見える「来校
型オンライン個別指導システム」をつくりました。（マルチア
イと名付けました）
個別指導塾を営むには、講師を確保するために大学生が大
勢必要です。しかし大学周辺は同業他社との激戦区。生徒や
講師の奪い合いになり、新規開校できる場所もなくなってき
ています。一方、大学から遠い地域では塾の開校が難しく、
塾に行きたくても行けません。「大学近くのセンターから講
師がオンラインで指導することで、個別指導塾を運営しにく
い地域に開講できないか？」「まるで講師が隣にいるような
質の高い指導を幅広く届けたい」こんな夢を10年前から描
いていました。社内では「リアル指導がいいに決まっている」
と一蹴されましたが、粘り強い説得と新型コロナの影響も
後押しとなり、2020年２月、開発がスタートしたのです。

課題設定

株式会社NSGアカデミー（教育）
2003年設立の新潟・福島・山形で70拠点を超える学習室グループ。
クラス指導のNSG教育研究会・個別指導のNSG PLATS・IT指導の
NSGアカデミー東進衛星予備校を運営しています。

JOB こんな仕事をしています！

成績UPを実現する指導法の確立と、業務効率化
入社当初からの指導経験を活かし、生徒に合った教え方を考え、教
材を選びます。生徒や講師陣の声に耳を傾け、市場の動向を察知し
て、マルチアイのような新規商品開発を行います。
生徒を集め、大学生講師のアルバイトも探します。講師が生徒に寄
り添う時間を取れるよう、事務的な業務は IT化でスマートに。情熱
あふれる指導と安心して通える環境を整えます。

古川 智詞さん（41歳）
ふるかわ さとし

株式会社NSGアカデミー
NSG PLATS 
個別指導事業本部 本部室 室長

PROFILE

新潟市立新津第二中学校
新潟明訓高等学校
東京理科大学基礎工学部材料工学科

出身校

食べること趣  味

Action!06
｜JOB Category｜

教育
学習塾マネージャー

リアルを超える
個別指導を実現
教育格差がない
世界を創る
学習塾を企画するシゴト

M
IRAIS BOOK 7

情報収集 整理・分析

一生懸
命取り

組んで
いるこ

とを

わかっ
てくれ

る人は
必ずい

ます！

MISSION

システムを一足先に体験しました。授業中に

先生がリアルタイムで僕の表情と手の動きを見

ていて、つまずきを把握してくれるのを実感！

集中力が途切れないし、一人ひとりに合わせ

た学習プランを組めるから、効率的に勉強で

きると感じました。完全に１対１だから気軽に

質問もできます。もっと早くあれば僕の学力も

伸ばせたかも（笑）異業種でタッグを組んで

DX化を進め、より良い授業を

届けようとする姿も

印象的でした。

しんご君 レポート
高校生編集部

諦めない
ことが

大切なん
ですね！

これが 私たち
の

Th
is is Multi-Eyes Systemこれが
マルチアイの
システムだ！

しんご君

古川先生

大画面

先生の手書きの
解説が

クリアに見える

イヤホン

ほどよい音量で
先生と対話

webカメ2

手元を先生が見てる！
つまずきに

気づいてもらえる！

生徒の画面

女子学生の要望から
可愛く写る

角度に調整済み

机の上

キーボード・マウスなし
広々で

ストレスなし！

この方程式は
他にも応用できるから
しっかり覚えておこう！

わか
りまし

た！

I S S I O NM

1
ミッション

2
3

教育の格差はあると感じる？
あるとすれば、どんな格差がある？
また、どうすればそれを解決できると思う？

オンラインで教育の可能性は
どのくらい広がるか？

100年後の日本の教育は
どうなっていると思う？妄想してみよう！
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I S S I O NM ミッション

チームのメンバーで情報共有
現状の業務フロー図を描く

生産管理システムを最適化するには？

システムを整理し、
目指すべき形を明らかにする

まずは、メンバー間で現状の情報を共有。各部署に
聞き取りも行い、業務フロー図を作成しました。実
際に聞いてみないとわからない細かなシステムがあ
ちこちにあり、関連があっても分断していたり、複
雑に入り組んでいました。また、同じ情報でもシス
テム上で連動していないものが多く、更新のタイム
ラグやわざわざ転記する作業もあり、IT機器活用の
面での遅れを実感しました。
現状確認と並行して、取引先の製造現場を見学し、
可能な範囲でシステムを見せてもらったり、新しい
システムの導入に成功した他社の方からお話を伺う
など、自分なりに知識を深めるよう努めました。

システム全体の再構築に先立ち、まずは生産管理シ
ステムの最適化から取り組むことに。システム構築
の専門家からも力を借り、自社システムの見直しを
行いました。一般的な方法に合わせられる部分と会
社独自の部分があり、それらを踏まえ、「誰でもわ
かる」「シンプルで」「一元管理」されたシステムが最
適だと方向性が決まりました。
私は仕事をする上で「全体最適になっているか」を大
切にしています。今回の生産管理システムの再構築
も、製造部門にとって最適であれば良いのではなく、
会社全体との関連も考慮し、全体としてより良い方

タケショーは食品加工原料などを扱う卸問屋で、開
発・製造機能を持っています。最近、オフィスがフリー
アドレス（※1）になったことで、社員同士や各部門間
の連携がスムーズになりました。そんな中、社内業
務を行う際に利用するシステムの老朽化は、かねて
からの課題。創業から約60年、その都度必要に応
じて構築してきたシステムで、業務の効率化と今後
を見据えた改革が必要でした。
現在、製造部門における「生産管理システム」と社
内全体のシステムの最適化について検討しています。
各部門から若手の代表者が集まり、プロジェクトチー
ムを結成。私はシステム企画課の代表としてチーム
に参加しています。

情報収集課題設定

整理・分析

株式会社タケショー
（食品卸・食品製造業）

昭和35年設立。食品加工原料など
を扱う卸問屋であり、食品加工
メーカー向けに粉末や液体ブレン
ド原料の製造・販売、食品開発な
ど、食に関するさまざまな分野を
サポートする綜合支援企業です。

COMPANY JOB こんな仕事をしています！

システム企画課の仕事は、主に社内における
ITインフラ（※2）の構築や運用・保守、業務シ
ステム全般のメンテナンスや対応、それらに関
する個々のサポートです。現状のシステムの運
用だけでなく、自社にとって、どのようなシス
テムを、どう活用していくのが良いか、改善提
案と再構築をしていく仕事でもあります。私は、

江部 裕介さん（30歳）
えべ ゆうすけ

株式会社タケショー
経営企画部システム企画課

PROFILE

新発田市立猿橋中学校
新潟県立新発田高等学校
新潟大学農学部 農業生産科学科
新潟大学大学院自然科学研究学科
生命・食料科学専攻

出身校

音楽鑑賞、映画鑑賞、
ドライブ、ラーメン

趣  味

システムの最適化で人にしかできない
仕事をする「ゆとり」を生み出したい

目指す業務フローを元に、既存のシステムとも相性の
良いシステムの導入を提案。現在、稼働に向けて進ん
でいます。今後は、会社全体のシステムも同様に検討
するため、プロジェクトを再始動する予定です。シス
テムを最適化することで、業務のスムーズな進行、効
率化やコストダウンにつなげ、社員１人ひとりが抱く想
いを実現する為の「ゆとり」を生み出していきたいです。

Action!

07

1

｜JOB Category｜

食品
システム構築担当

入社以来、製造部、品質保証部を経て、３年
前に経営企画部システム企画課の配属に。い
くつかの部署を経験したことで、仕事の関連
性を認識し、現在の仕事に活かしています。

シンプ
ルで誰

でもわ
かる

システ
ムづくり

を

心がけ
ていま

す！

社内のシステム
構築・サポートのシゴト

M
IRAIS BOOK 7

業務の流れを見える化し社内効率UP

会社に最適な
システムを導入、
全員が想いを
叶えるゆとりを
生み出したい

※1
社員が自由に席を選択
できるオフィススタイル
「フリーアドレス」

※2 コンピューターやサーバー、ネットワークやソフト
ウェアなど、情報システムを動かすための土台のこと。

今日はここが

僕の席です
！

2

世界の食糧事情を調べて、
食糧危機を救うアイデアを考えてみよう！

人の「おいしさ」の感じ方は千差万別
友人や家族と同じものを食べて、
おいしさを言葉で表現してみよう！

3 お菓子やスナックの
裏面表示を見て、
何が入っているか
調べてみよう！

どんな甘
さ？

爽やか？
 まったり？

くどい？ 
すっきり？

おせんべいや
スナック菓子の味に
関わっている会社
なんだね！

これは、くどい甘さだよな！

POTATOCHIPS
HOT

原材料
名POTATO CHIPS

じゃが
いも、

植物油
脂、

調味料
○○

○、○○
○、

○○○
○

これが私た
ちのDX

タケショーでは、味を評価するときに人の五
感による「おいしさ」の評価だけでなく、機
械で科学的に成分を分析して「おいしさ」を
見える化しています。この「おいしさ」の
データを商品開発の面で活用しています。

おいしさを科学する

A B
C

D

E

F

G
HI

J

K

L

M

N
O

強

弱
時間

人の五感による分析 機械による分析

サンプル１
は

甘みは強
いけれど、

後味スッキ
リですね

機械で数値化して比較します

食品会社にも
システム構築のシゴトが

あるんだね！

②まぜる

おせんべい

①調味料

向になるよう心掛けています。私自身は、以前仕事
において「最初から他との関連を意識しておければ
もっと良かった」と後悔した事があり、この考え方
を大事にしたいと思うようになりました。
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これが私た
ちの

働くことに対して前向きになりにくい
世の中の仕組みや雰囲気がある

すべての人が活躍する世界、
幸せに働く世界をつくるには？

“働く”を楽しく一緒に考える動画を配信！ 若者へ起業支援も！

就職活動において、地方と都市部の学生の間には大き
な情報格差があります。新潟県内の大学生の就職活動
に役立つ情報を配信するためにYouTubeチャンネル
「新潟就活チャンネル」を運営しています！配信をより
強化して新潟を活気づけていきたいと考えています。

大学生の頃、友達と初めて働くことについて話した
時に、友達が「めんどくさい」「働きたくない」と言っ
ていて衝撃を受けました。僕は働くことに憧れてい
たので、当時その感覚がわからなかったのです。
働くことへのネガティブなイメージは、本人の問題と
いうよりも世の中の仕組みや雰囲気などの影響が大
きいです。例えば就職活動がつまらなかったら、そ
の時点で働くことに対するイメージが悪くなります。
また、周りにいきいきと何かに挑戦している人がい
なかったら、親や友達の目を恐れ、何かにチャレン
ジすることが難しくなってしまうかもしれません。
もっと楽しく、日常的に、働くということに触れる
機会が必要だと思います。

「新潟就活チャンネル」というYouTubeチャンネルを
運営しています。企業の人のお話を、高校生が無邪
気に質問しながら聴くような企画を配信。中高生のう
ちから働くということに楽しく触れていってもらいたい
という願いを込めて運営しています。
今はどこでも働ける時代。“幸せに働く”上で地方は非
常に注目されています。これからも、もっと面白くて
イケてる新潟の「働く」を届けていきます！

「やりたいことがあるなら、気軽にやっちゃえ
ばいい。やり方がわからないなら、いくらで
もサポートする」という気持ちで若者の起
業支援をしています。ここで一つポイントな
のは、まずは小さく始めること。「計画を作
らないと…」と考えがちですが、やらなけれ
ばわからないことがたくさんあるし、協力し
てくれる人を見つけることができます。

動画はコチラ

「もっともっとみんなが幸せになったらいいな」って
思いませんか？それを実現できる一番身近なことが
「働く」ということ。どんな仕事も、誰かの「困った」
を「ありがとう」に変え、世の中をより良くするとて
も素晴らしいものです。
僕の父は体が弱かったので１年の半分は入院してい
ましたが、もう半分は全く家に帰ってこないくらい
仕事に没頭していました。父は仕事の話をしてくれ
たり、いろいろな仕事をしている人を連れてきてくれ
たりして…。そんな父の姿が、とにかくかっこよかっ
た。憧れでした。
でも、父のようにいきいきと働いている人ばかりで
はありません。なんだかもったいないと感じます。
人々がもっと前向きに、楽しく働ける世の中に変え
ていきたい。そんな想いで会社を創りました。

情報収集

課題設定

整理・分析

株式会社モザイクワーク
（人材サービス業）

「幸せに働く仕組みをつくる」をビジョンに
掲げ、“働くを再発明”する会社として、人・
組織に関するあらゆる課題解決を行う。組
織人事コンサルティングや、グローバル人
材紹介事業、就活メディア（YouTube・
Webサイト）の運営等を行っている。

COMPANY JOB こんな仕事をしています！

社員がいきいきと働けるよう、採用（試験を
行って入社する人を決めること）・人事制度（給
料や、休みの取り方などの仕組み）、人材育
成（社員の成長サポート）に関するアドバイ
スやサポートを行う「組織人事コンサルティ
ング」を行っています。「自社が求める人物

もっと自分自身に期待して欲しいという杉浦さんの言葉が

心に刺さりました。自分で限界を作ったらいつまでも成長

出来ません。「大概なんとかなる」僕達はこの言葉を信じ

て何事にも挑戦していくことが大切だと学びました！

杉浦 二郎さん（47歳）
すぎうら    じろう

株式会社モザイクワーク 代表取締役社長

PROFILE

新潟大学付属新潟中学校
新潟明訓高等学校
東洋大学経済学部経済学科

出身校

仕事に関するすべて趣  味

Action!08
｜JOB Category｜

サービス
経営者・コンサルタント

を採用するにはどうしたらよいのか？」「社員
がより活躍し、楽しく働くにはどんな制度が
あるとよいか？」など、困っている会社の悩
みごとに対して一緒に考え、新たな仕組みを
つくっていきます。特に新潟にある小さな会
社では、人事に関する専門の部署がないため

みんな
が幸せ

に

働ける
世界を

目指し
ていま

す

幸せに働く
仕組みを
つくる！
人・組織の課題解決をするシゴト

M
IRAIS BOOK 7

平松明花さん（18歳）

仕事をするって、

誰かの役に立ち

楽しいことなんだね！
！

しゅんた君 レポート

韓国コスメを輸入販売する
「株式会社CPC」を中学生（15歳）の時に
立ち上げました！「新潟就活チャンネル」の

パーソナリティもやっています♪

新潟就活チャンネル

“はたらく”を楽しく、前向きにする

他の仕事をしながら採用や研修などを担当し
ている人も多いです。僕も元々新潟で人事担当
を行っていたからこそ、「なにから始めたらよ
いかわからない…」といった担当者の悩みに
同じ目線で寄り添うことを大切にしています。

高校生編集部
挑戦すること

が

大切なんです
ね！

I S S I O NM

1
ミッション

2

YouTubeを通じて、“働く”を
身近に感じられる仕掛け・企画を
立ててみよう！

“働く”を身近に感じられる動画を
撮影・編集し、発信してみよう！
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高校生の
探究現場に密着！

Vol.05

グローバル時代に求められていることについて探究している峻汰くんが、
グローバル人材について深堀りすべく、

株式会社モザイクワークの杉浦二郎さんを訪ねました。高校生の探究学習に密着します。

Mirais CROSS TALKING
MIRAIS BOOK 7

Mirais Knock
Vol.5

JOB Category 

あこがれの仕事編

グローバル人材の本質

進学は社会に出るための
手段の一つ

社会の変化に対応する力

そうなんですね。他にはどんな力が
大切なんですか？

常に学習し続けることがこれから重
要なんですね。大学進学もそのため
に有効ですか？

なるほど、常に考え続けることで物事
の本質が見えてくるのだとわかりま
した。そのおかげで、「グローバル人
材にとって英語はコミュニケーション
の一つのツールでしかなく、本当に
必要なことはその人の学びの姿勢や
行動力なんだ」と気づきました。

すぐには分からないこともあるし焦る
必要もないので、諦めず、自分なりに考
えて将来に期待することが大事だね！

人は大人になると「社会に出る」と
いって様々な形で社会と関わるん
だけど、「大学に行く」っていうのは
社会に出るというゴールのための
一つの選択肢でしかないんだよ。大
学では、関わる人の種類や価値観
の違いが圧倒的に広がったり学び
の質が上がったりするという利点は
あるよね。でも、将来やりたいこと
や、自分なりの社会との関わり方が
ある人は必ずしも大学に行くことが
全てではないと思う。昔と比べて、
若くして起業するなど、社会に出る
ための選択肢は進学だけではなく
なってきているように感じるね。

僕は小中高で海外を訪れたことを
きっかけに、グローバルな仕事に興
味を持ちました。ずばり、グローバル
人材にはどんな力が求められるので
しょうか？英語ができればグローバ
ル人材といえるのでしょうか？

高校生のうちに「物事の本質を見る
力」を身につけると良いですね。世界
中のメディアの中で日本語に翻訳さ
れているのはたったの5％ともいわ
れるから、グローバル人材にとって英
語ができるに越したことはないよね。
でも、グローバル人材として本当に大
事なのは、会社の成長に貢献するこ
とだったり国際社会で活躍できたり
することで、英語ができることが一番
大切というわけではないんですよ。
もっと本質的なことや、そもそも効率
よく仕事ができるのか、英語を使って
どんな情報にアクセスできると良い
かを考える力があるといいですね。

峻汰くんの真剣な想いと考えに触れる事が
でき、自分自身を振り返る良いきっかけにな
りました。ありがとうございました。働くって、
きっと楽しい。これから働くみなさんがそん
な気持ちになるような世の中にしていきま
す。またお話しましょう。

お話を終えて

「あこがれの仕事」に
出会ってみたい

中高生を募集します！

将来目指している職業があり、実際にその仕事についている社会人と会って話してみたいという中高生を
募集しています。希望する中高生の皆さんはみらいずBOOK編集部（みらいずworks)宛てに「氏名・学校
名・学年・住所・電話番号・あこがれの仕事・なりたいと思った理由」を書いてお送りください。
※職業によっては希望に添えないこともあります。応募いただいた内容から選考の上、決定させていただきます。あらかじめご了解ください。

Mail：info@miraisworks.jp ／ Tel&FAX：025-211-8383

これからの時代には、計画性と柔軟な対応
力が求められることがわかりました。次なる
問いとして、「社会に出るために具体的にど
んなことをしたらよいのか？」をテーマに探
究を続けていきたいと思います！

株式会社モザイクワーク
代表取締役社長

新潟明訓高等学校卒業後、東洋大学
経済学部経済学科に進学。卒業後
は三幸製菓にて人事に携わる。そ
の後、ヤフーでの勤務を経て地
元新潟で株式会社モザイクワー
クを立ち上げ、今に至る。

すぎうら   じろう

杉浦二郎さん

戦略的学習力と
継続的学習力

グローバルな人って
どんな人？

なるほど。社会に出るための選択肢
も変化してきているんですね。そう
いった社会の変化に対応するにはど
んな力が必要なんですか？

これからの時代に必要な考え方や心持
ちについてとても参考になりました。僕も
今日から「先を見ること」を頑張ります！

戦略的学習力です。自分がどうなり
たいかを想像して、そのために何が
必要かを逆算して学習し続けること
ですね。ただ学習するのではなく、目
的意識をもって継続的に学習できる
力が今は求められています。昔は会
社に入ってから一人前に育ててもら
えることが多かったけど、今の企業
はすでに能力のある人材を求めて
いる。だから瞬く間に移り変わる世
の中についていけるよう、戦略的に
継続して学習する力を持っている人
を採用したいんだ。

社会の変化に対応するためには、
さっきも話したけど、将来どうなるか
を常に意識して、継続的学習力と戦
略的学習力の2つを身につけること
がすごく大事。何も、社会の変化って
いうのは機械化やAIの発達だけでな
く、常識や流行も変動し続けているよ
ね。だから常に自分の力で考え続け
ることが求められていると思うよ。

武田峻汰です！
新潟市立高志中等教育学校
6年生（高校3年生）

たけだ しゅんた

バスケ部に入っていて、
部活と勉強の両立を
頑張っています。

株式会社モザイクワーク
〒950-0912 新潟県新潟市中央区
南笹口 1-1-50　アテンドビル 3F
2016年4月に設立した、新潟と東京に
拠点を置く人事コンサルティング企
業。企業に対する採用支援だけでな
く、学生向けに「新潟就活チャンネル」
の運営も行っている。

こんな会社です！

「グローバル時代に求められること」探究テーマ

峻汰くんの
探究ストーリーを紹介！

背 景
高校二年生になり進路を考えるようになったときに、
これからの世の中にはどんな人材が求められて
いるのかと疑問に思い、調査したいと考えました。

情報収集
整理分析

調べていくうちにグローバル人材という言葉を多く見
かけ、やはり英語が重要になるのではないのかと仮説
を立てました。しかし、それと同時に機械化やAIといっ
た言葉を目にし、自動通訳などが出てくるかもしれな
いと感じ、英語は将来本当に必要になるのか疑問に
思いました。そこで僕は、英語ができればグローバル
人材といえるのか？と考えるようになりました。

こんなこと
知りたいな…

英語ができればグローバル人材なのか？

これからの企業が求める人材像とは？

これからの時代に大切な学びとは？

？？？

峻汰くんはオーストラリアへの短期留学で世界で活躍できる仕事に興味を持ったんだって！

世界で働
くには

英語は

必須です
か？

本質を一緒に考えてみよう！

峻汰さん

峻汰さん

峻汰さん

峻汰さん

峻汰さん

峻汰さん

峻汰さん

二郎さん

二郎さん

二郎さん

二郎さん

二郎さん

二郎さん
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Data.

MIRAIS BOOK 7

Project.

NIIGATA高校生マイプロジェクト☆LABO

高校生の
探究現場を watch！

2019年から新潟で始まった「NIIGATA高校
生マイプロジェクト☆LABO」、３年間で合計
221人の新潟の高校生が参加しています。身
の回りの課題や関心をテーマにプロジェクトを
立ち上げ、実行することを通じて学ぶ実践型
のプログラム「マイプロジェクト」を通じて、「何
か気になる、やってみたい！」を探究します。

新潟をマイプロ先進県へ！
高校生や大学生、地域の大人を巻き込み、成
功・失敗に関わらず、アイデアを行動へ移すこ
とで新潟県の地域活性化を目指しています。ア
クションと振り返りを通じて、1人1人の主体
性・協働性・探究性を引き出すことができます。

自分が取り組むプロジェクトを発表&社会人アドバイザーから
アドバイスをもらって企画をブラッシュアップ！
2020年8月9日（日）、10日（月・祝）には「NIIGATAマイプロジェ
クト高校生☆LABO STARTUP CAMP」を開催しました！

　　分の興味から、自分でアクションし、自分で経
験し、自分を振り返り、そして、自分が成長できる、そ
んな自分のための生き方の実践が「マイ」プロジェク
トです。そして、それが結果的に他人の人生へ刺激
を与えることもできます。よくわからないけど熱い想
いがある、そんな自分にワクワクするという人、今す
ぐ「マイプロ」とググりましょう！自分を変える、誰か
一人でも幸せにする・変える、そこに大きな達成感を
感じることのできる最高の学びの場です。

これまで取り組んできたマイプロをみんなにプレゼン！
振り返りで自分の学びを深めました。
2020年12月12日（土）、20日（日）には、「NIIGATA高校生マイ
プロジェクト☆LABO」を開催しました！

新潟県で初開催！！全国summitへの切符をつかみ取れ！

阿賀黎明高等学校
２年生

自ら意志を持って挑戦する力

考えたり調べたりするだけでなく、
粘り強く行動する力

多様な人達と対話し、
協力しながら取り組む力

実現したい未来に向け、
問いや仮説を深め続ける力
プロジェクトを通じて成長し、
学びを次へ活かす力

NIIGATA高校生
マイプロジェクト☆LABO
実行委員長

社会人アドバイザー

今後のイベント予定
2021年12月19日（日）

NIIGATA
高校生

マイプロジ
ェクト☆L

ABO

ホームペー
ジはこちら

から！

最新情報
をチェック

！

Let’s GO!

　　校生活はあっという間です。特に昨年度は休校期間があり、行
事も減り、流れるように一年が過ぎ去ってしまった、という人も多い
かもしれません。でも、私は違います。マイプロに挑戦し、貴重な学
びと出会いを通して成長を感じるとともに、主体的に活動したこと
で充実した時間を過ごすことができました。このような機会をいた
だき、感謝の気持ちでいっぱいです。マイプロは、自分の興味・関心
や「好き」を突き詰めた先にあります。私は大好きな演劇を地方の
子どもたちにも楽しんでもらうことを目指しました。今後も自分らし
く演劇に携わるつもりです。皆さんのマイプロを応援しています。

高

自

　　を重ねるごとに、参加人数だけでなく生徒の皆さんの
やってみたいという「マイ感」は高まっていますね。大人に
言われたことを鵜呑みにせず、自分の頭で考えようとして
いる姿勢もあり、驚かされました。
こうした活動は意識が高い人が行うイメージを持たれてし
まうこともありますが、マイプロは自分のなかにある思い
と社会にあるテーマ（必ずしも課題ではない）をつなげて
みる実験です。「総合的な探究の時間」ではできないよう
なもの…例えばゲーム、YouTube、スポーツ、ファッション
など、どんな切り口からでも生まれる可能性があります。
少しでも面白そうと思ったら飛び込んできてください！

回
う  の

　　生の舵を取れ』…受け身の高校生が目立つ印象だった新潟
県に大きな変化が起こり始めています。自分の未来は自分で創
る、そんなふうに感じられるようになった高校生たちの変化を肌
で感じられるようになってきました。「こんなに自分の想いを語
ることができた場は初めてです」「高校生は副業です」「学生だ
からできない、ということはない」、そんなふうに語る高校生の姿
は誇らしく、尊いです。皆さんも一歩踏み出して、想いをカタチ
にする挑戦を始めましょう！自分・社会への学びや気付き、未来
につながる自分の変化を生み出していく経験が待っています。

『人マイプロで
身に付く

力って何だ
ろう？

voice
参加者の声

高校2年生
女
子

高

校2
年生男子

ゆうくん

山

本 一
輝 さん

やま
もと
   かず

き

宮崎
 芳史 さん

大好きな釣
りを全面に

出してマイプ
ロを

行いました！

2021年7月22日（木・祝）
NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
STARTUP CAMP

schedule

NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
My Project Award 2021
新潟県Summit

NIIGATA高校生
マイプロジェクト☆LABOとは？

目指すものは？

釣りが好きで
つながった

多くの人と一緒に、「燻製BAR」を
企画・運営を
しました！

大人とつながることにより自分のやりたいことを形にすることができました！釣りのつながりを通じて、町の素晴らしさにも改めて気付きました。これからもっと行動し、町のPR
になる活動にして
いきたいと思います。

活動を通じて…

みや
ざき
  よしふみ

地域でどんな　　　

プロジェクトをしてい
るんだろう？

見てみたいなあ！　
　

次のページで実際の
　　

プロジェクトを紹介！
　　　

@niigata.myproject

@miraisworks
気になること
があれば、いつでもメッセージ待ってるよ！
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「阿賀町の食の魅力を見
る・聴く・触る・食べる」を
テーマに、発酵文化について学びました。はじめに地元の山
崎糀屋さんにて、試食を交えながら糀について学び、地域の
大人とともに日本発酵文化協会の藤本倫子さんの「発酵とは
なにか？」というレクチャーを聞きました。また、地元の酒蔵
である麒麟山酒造社長の齋藤さんから、日本酒づくりを支え
る発酵のメカニズム、それを生み出す阿賀町の風土や食文化
について、楽しくお話をいただきました。発酵についての知見
を深め、今後のメニュー制作に向けて期待が高まりました。

Data.

MIRAIS BOOK 7

Project. 阿賀町の中高生による

「発酵キッチン」プロジェクト

中高生による地域プロジェクトの現場を

watch！

発酵をテーマにした常設カフェのメニューアイ
デアを出し合って、必要なものを買い出し、いく
つか試作をしてみました。パンケーキ、塩麹のビ
スケットサンド、名物エゴマ×ヨーグルトなど…
７種類のメニューを試作！あれこれ食べながら
意見交換をし、蒸しケーキと甘酒を
使ったスイーツの２品にしぼって、
レシピをブラッシュアップして
いくことにしました。放課後や休日にレシピの改良を重ねてきたスイーツ

２品の試食会をしました。
ゲストには麒麟山酒造社長の齋藤さん、阿賀町観光
協会の小林さん、実際にスイーツを販売してくださる

カフェ久太郎の店長をお招きし、販売に向
けてアドバイスをいただきました。

みらいずworksも
企画・運営のお手伝いをしたよ！

様 な々人と関わり合い、動きながら学ぶ、
プロジェクト学習の良さを
みんなにも伝えたいな♪

勉強と同じで、
やればやるだけ
うまくなっていくのを
感じられて良かった！

完売という結果は、
これまでの努力を認めて
もらえたように感じた。
それが嬉しかった！

自分が美味しい、
楽しいって感じるために
作ったものが、他の人にも
評価してもらえて
嬉しかった！

完成した「素朴な（祖母くな）味噌蒸しケーキ」
と「甘酒&ブルーベリーソースのキツネ巻き」
の2品を販売し、二日間で蒸しケーキ90個、
キツネ巻40本を全て完売！阿賀町内外からの
多くのお客さんに食べてもらいました。

参加したみん
なの

感想は？

「発酵キッチン」プロジェクトとは？
阿賀町の中学生・高校生が地元の発酵食材を
使った新メニューを開発するプロジェクト。阿賀黎明
探究パートナーズ主催、地元企業「麒麟山酒造」の
　　協賛で実現しました。発酵の文化について学び、
　　　試作を重ねながらメニューを考案。
　　　地元のカフェで販売イベントを行いました。

ご支援ありがとうございました！

たくさんの人の想いを乗せて実現 
みらいずBOOK vol.7

EVENTS

クラウドファンディング

円1,749,000
みらいずBOOK vol.7は、128名の方々から1,749,000円の
ご支援（現金によるご支援も含む）をいただき作成することが

できました。たくさんの大人たちの想いを乗せ、
こうしてみらいずBOOKが形になったこと、大変嬉しいです。

ご支援いただいた方々、
読んでくれている中高生のみなさま、ありがとうございます！

クラウドファンディングとは？

クラウドファンディング
ページはこちら！

県外からも、
新潟の中高生の学びに
対する応援メッセージが
たくさん届いたよ！

わたしたちの想い

2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で学
校の休校や、行事の中止・延期などに見舞われま
した。私たちみらいずworksは、そういった、貴重
な学びの機会を奪われてしまった中高生に何とし
ても機会を届けたい。そして、中高生が自分であら
ゆる情報にアクセスしたり、大人と出会ったりしな
がら、何かにチャレンジしてみようと思うきっかけ
をつくりたい。そんな想いで、資金を募りました。

中高生の豊かな学びには、学校だけでなく地域
の大人たちの協力が不可欠です。クラウドファン
ディングを通じて私たちの想いを発信すること
で、大人たちがこれからの時代を担う若者の学び
に関心を持ち、関わろうとし、若者と共に学び合
うことの必要性を伝えることができました。
（2020年7月20日から8月31日までで、1,690名
の方々が私たちのページを読んでくれました！）

若者たちに
学びの機会を届けたい！

次代を担う若者の学びに関心を持ち、
関わろうとする土壌をつくりたい！

中高生の
豊かな学びを
応援しています！

新潟の未来を
若者たちと一緒に
つくっていきたい♬ 支援者からの

心強いメッセージも
いただきました！

中高生が生きる喜びを
感じてたくましく
育っていくことを
願っています。

クラウドファンディング内で企画した
プロジェクトを開催しました！

クラウドファンディングのリターンとして
「オープンランチ会」を開催しました。
新潟の中高生のすこやかな学びへの
願いを語り合いました！

2 支援者とのオープンランチ会

1 中高生向けオンラインイベント「ぶっちゃけトーク」

起業家のお話を聞き、
大人たちの仕事や生活に
関するぶっちゃけ話を
聞くことができました。

岡山からかけつけてくれた人もいたよ！
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みらいずQuestion これまでのあゆみ振り返りシート

DXに関して、あなたが最も興味を持ったことはなんですか。
興味を持った理由と、疑問に思ったことを書き出してみよう！

１．今までの、楽しかったことや嬉しかったことを、起こった年齢のところに、嬉しかった度合にあわせて点を打ち、エピソードを書き込もう
２．今までの、辛かったことや苦しかったことを、起こった年齢のところに、辛かった度合にあわせて点を打ち、エピソードを書き込もう
３．最後に全ての点をつなげよう

人生チャートを見ながら、今の自分につながっているな、影響が大きいなと思うことを書き出そう

各企業の「みんなへのミッション！」の中から１つ選んで取り組んでみよう！
また、本やインターネットで調べたり、人から聞いたりして得た情報と、そこから
自分で考えたアイデア・プランも書いてみよう。

載っていた大人の生き方・働き方、探究ストーリーで　　　　　　と思った言葉や内容はなんですか。

Q.3

Q.1

Q.2

と思った理由は？

興味を持ったこと
理由

疑問に思ったこと
(例)DXが進んでいない分野は何か？その理由は何か？

さんの

と思った理由は？

さんの

得た情報

選んだミッション：

アイデア・プラン

0

今（　　）歳

人生チャートを書いてみよう1

今につながる体験BEST32

これまでのワークを通して見えてきた、将来を考える上で探究してみたいことは？3

1

選んだ理由や、そこから学んだこと

2

選んだ理由や、そこから学んだこと

3

選んだ理由や、そこから学んだこと

自分の探究テーマのヒントは、今までの自分
の経験や大切にしてきたことの中に眠ってい
るよ。これからの将来を見据えて、あなたが探
究してみたいことを考えてみよう！氏名

年 組 番

年 月 日日付

もっと知りたいことはあるかな？
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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）

【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）

【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）

「みらいずBOOK」をつくっている、みらいずworksとは？
「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。

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 な々視
点から学校のサポートをしています。

高校の探究学習をサポート

聞いてみ
たいこと

があれば

いつでも
DM待っ

てるよ！

高校 1年生の探究学習をサポートすべ
く、探究への理解度や探究的なスキ
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
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！

みらいず NOTEBOOKで
「総合的な探究の時間」をサポート！

キャリア教育協力企業リスト 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。
〇＝受入可　△＝条件により受入可。ご相談ください　×＝受入不可

業界／会社名 事業内容／連絡先 職業講話体験実績職場体験

小売

1

VOL.1
2014年5月発行

【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 )

VOL.4
2018年1月発行

【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）

VOL.5
2019年3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）

VOL.6
2020年4月発行

VOL.２
2015年4月発行

VOL.３
2017年3月発行

サポート1

バックナンバー紹介

P.4-5

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

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

福祉

2
P.6-7

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/

情報通信

3
P.8-9

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/

医療

4
P.10-11

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

教育

5
P.12-13

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/

食品

株式会社タケショー

6
P.14-15

7
P.16-17

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！
〒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

サービス
8

P.18-19

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

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。

探究学習ラーニングコミュニティ

サポート2

みらいずBOOK「WEB版」もあるよ
イベント情報もこちらから！

詳しい内容は 

「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。

「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」

情報通信

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/

vol.7

みらいずBOOK

@miraisworks

@miraisworks

@miraisworks

みらいずworksでは他にも
いろいろな活動を行っているよ！
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

オンライン
のみ
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