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H25「アシスト事業」に係るコーディネート状況

№ 申込日 市町村 団体名 アシスト企業 実施日 時間 領域 内容 対象

1 ４／１２ 三股町 梶山小学校
都城ドライビングス
クール

４／２５ ９：３５～１０：２５ 学校教育 交通安全教室 小学校全児童

2 ４／１６ 国富町 木脇馬場区 ＮＨＫ宮崎放送局 ８／１０～１８ １９：００～２０：３０ 地域教育 地震災害に関する講話 区民

3 ４／１５ 宮崎市 宮崎大学附属中学校 宮崎日日新聞社 ５／２８ １４：００～１６：３０ 学校教育 職業講話 中学校２年生

4 ４／１５ 宮崎市 宮崎大学附属中学校 宮崎銀行 ５／２８ １４：００～１６：３０ 学校教育 職業講話 中学校２年生

5 ２／２６ 日南市 鵜戸小中学校 テレビ宮崎 ６／１０～１４ ９：３０～１１：１５ 学校教育 読み聞かせに関する指導 小中学生

6 ４／１７ 小林市
紙屋中学校
家庭教育学級

セントラル観光株式
会社

７／１７ １４：１５～１４：４５ 家庭教育 映画館の裏側体験見学 保護者

7 ４／２６ 西都市 三納中学校 株式会社虎屋 ５／３１ １４：０５～１５：３５ 学校教育 職業講話 中学校２年生

8 ４／３０ 小林市 紙屋中学校 九州電力 ５／２７ １４：１０～１５：００ 学校教育 技術の授業 中学校１年生

9 ４／３０ 小林市 紙屋中学校 九州電力 ５／２９ １１：４０～１２：３０ 学校教育 技術の授業 中学校２年生

10 ４／３０ 小林市 紙屋中学校 九州電力 ６／３ １４：１０～１５：００ 学校教育 技術の授業 中学校１年生

11 ４／１９ 都城市 高崎中学校 テレビ宮崎 ６／１４ １４：１５～１５：０５ 学校教育 職業講話 中学校１・３年生

12 ５／８ 新富町 新富町教育委員会 久保田オートパーツ ７／１ ９：３０～１１：００ 地域教育 成人講座（町外研修）
しんとみ発見塾
生

13 ４／３０ 延岡市 九州保健福祉大学 虎屋 ６／８ １２：３０～１３：３０ 学校教育 職業講話 大学１・２年生

14 ５／２１ 日向市 平岩小中学校
宮崎県海外協力協
会

６／１７ １５：１０～１６：００ 学校教育 職業講話
中学校１～３年
生

15 ５／２２ 高千穂町 西臼杵郡校長会 久保田オートパーツ ７／１２ １５：００～１６：００ 学校教育 郡校長会研修会における講話 小中学校校長

16 ４／１６ 小林市 三松中学校
NTTドコモ九州支社
宮崎支店

５／１６ １４：１０～１５：００ 学校教育 ケータイ安全教室
中学校１～３年
生

17 ５／１６ 川南町 唐瀬原中学校 宮崎観光ホテル ５／３１ １４：００～１５：００ 学校教育 職業講話 中学校３年生

18 ５／２３ 日南市 北郷小中学校
ダーバン宮崎ソーイ
ング

７／１０～１２ ８：２５～１７：００ 学校教育 職場体験学習の受入 小中学校９年生

19 ５／２４ 高千穂町 岩戸中学校 五ヶ瀬ワイナリー ７／１０ １４：１０～１５：００ 学校教育 職業講話
中学校１～３年
生

20 ５／２９ 宮崎市 大淀小学校 馬原造園建設 ６／１０ １５：１５～１６：００ 学校教育 花の植え方・育て方の指導
５・６年生栽培委
員会２１名

21 ６／１３ 宮崎市 小戸小学校 ホテルマリックス ７／３０ １０：００～１１：３０ 学校教育 人材育成についての講話 教職員

22 ６／１８ 都城市 上小スマイルふれんど（有）しゃくなげの森 ７／２７ １０：００～１４：００ 地域教育
親子レクリエーションにおける指
導

小学生・保護者

23 ６／１８ 椎葉村
小・中学校教頭会
東臼杵支会

株式会社ビットクラブ ８／２ １３：３５～１４：３５ 学校教育 電話や来客時の接遇に係る講話 小中学校教頭

24 ６／１８ 国富町 木脇中学校 Happy Smile Create ８／９ １０：３０～１１：４５ 学校教育 リーダー研修会
国富町内３中学
校の生徒会役員

25 ６／２４ 都農町
都農南小学校
家庭教育学級

kenzo アートショップ ８／８ １９：００～２０：３０ 家庭教育 夏休みの作品の仕上げ 小学生・保護者

26 ７／１１ 宮崎市 宮崎北高等学校
ソーラーフロンティア
株式会社

１０／１１ １４：００～１６：００ 学校教育 企業見学・講話 高校１年生

27 ７／１１ 宮崎市 宮崎北高等学校 宮崎日日新聞社 １０／１１ １４：００～１６：００ 学校教育 企業見学・講話 高校１年生

28 ７／１１ 宮崎市 宮崎北高等学校 宮崎観光ホテル １０／１１ １４：００～１６：００ 学校教育 企業見学・講話 高校１年生

29 ７／１１ 宮崎市 宮崎北高等学校 テレビ宮崎 １０／１１ １４：００～１６：００ 学校教育 企業見学・講話 高校１年生

30 ７／１７ 宮崎市 小戸小学校
NTTドコモ九州支社
宮崎支店

７／２２ １４：１０～１４：５５ 学校教育 情報モラル教育
小学校５・６年生
保護者

31 ８／８ 宮崎市 生目中学校 虎屋 １１／１３ １０：２５～１１：１５ 学校教育 職場体験学習に向けてのマナー指導 中学校２年生

32 ８／１９ 都城市 西岳中学校
サラエンタテインメン
ト宮崎校

１０／２０ １３：００～１４：３０ 学校教育 鑑賞教室（演劇）
中学校全生徒
保護者

33 ８／２１ 椎葉村 椎葉村ＰＴＡ連絡協議会
野村生涯教育セン
ター宮崎支部

１１／１６ ９：２５～１０：３５ 家庭教育 ＰＴＡ・家庭教育合同研究大会の講演 保護者

34 ８／２６ 新富町 富田中学校 テレビ宮崎 ９／２５ １３：５０～１４：４０ 学校教育 職業講話 中学校２年生

35 ９／３ 延岡市 恒富中学校 虎屋 １０／３１ １３：４５～１４：３５ 学校教育 職業講話 中学校２年生

36 ９／２ 宮崎市 生目南中学校 宮崎山形屋 １１／１２ １４：００～１５：００ 学校教育 職場体験学習に向けての講話 中学校２年生

37 ９／６ 宮崎市
公立学校共済組合
宮崎支部

ホテルマリックス １０／７～１１ ８：３０～１７：１５ 学校教育 職場体験研修
公立学校共済組
合宮崎支部職員

38 ９／６ 宮崎市
公立学校共済組合
宮崎支部

医療法人社団敬寿
会
ことぶき苑

１０／７～１１ ８：３０～１７：１５ 学校教育 職場体験研修
公立学校共済組
合宮崎支部職員

39 ９／６ 宮崎市
公立学校共済組合
宮崎支部

ホテルマリックス １０／７～１１ ８：３０～１７：１５ 学校教育 職場体験研修
公立学校共済組
合宮崎支部職員

40 ９／１０ 椎葉村 椎葉村教育委員会 Happy Smile Create １１／２１ ９：３０～１０：３０ 学校教育
村内小中学校校長研修会での講
話

小中学校校長

41 ９／１３ 宮崎市 大淀中学校 宮崎トヨタ大塚店 １２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

42 ９／１３ 宮崎市 大淀中学校
宮崎トヨタ南バイパ
ス店

１２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生
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H25「アシスト事業」に係るコーディネート状況

№ 申込日 市町村 団体名 アシスト企業 実施日 時間 領域 内容 対象

43 ９／１３ 宮崎市 大淀中学校 岡崎組 １２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

44 ９／１３ 宮崎市 大淀中学校
宮崎太陽銀行京塚
店

１２／５ １４：３０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

45 ９／１３ 宮崎市 大淀中学校 宮崎観光ホテル １２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

46 ９／１３ 宮崎市 大淀中学校
うめこうじ・ながの屋
大塚台店

１２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

47 ９／１３ 宮崎市 大淀中学校
うめこうじ・ながの屋
大塚東店

１２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

48 ９／１３ 宮崎市 大淀中学校
医療法人社団敬寿会介
護老人保健施設  ことぶ
き苑

１２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

49 ９／１３ 宮崎市 大淀中学校 宮崎酸素株式会社 １２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

50 ９／１３ 宮崎市 大淀中学校 宮崎サンシャインＦＭ １２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

51 ９／１３ 宮崎市 大淀中学校 らいふのパン １２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

52 ９／１６ 高千穂町
高千穂小学校
家庭教育学級

株式会社黒田工業ひゅう
がリサイクルセンター １０／２２ １０：００～１２：００ 家庭教育

工場見学及びリサイクル体験活
動

保護者

53 ９／１６ 高千穂町
高千穂小学校
家庭教育学級

南日本ハム株式会
社

１０／２２ １３：３０～１５：３０ 家庭教育
工場見学及び食に関する体験活
動

保護者

54 ９／１９ 椎葉村
椎葉中学校
家庭教育学級

セントラル観光株式
会社

１１／２８ １３：３０～１４：３０ 家庭教育 職場見学 保護者

55 ９／１９ 椎葉村
椎葉中学校
家庭教育学級

株式会社テレビ宮崎 １１／２８ １０：３０～１１：３０ 家庭教育 職場見学 保護者

56 ９／１９ 宮崎市 赤江東中学校 らいふのぱん
１１／２６～２

８
９：００～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

57 ９／２０ 高原町
後川内小中学校
家庭教育学級

セントラル観光株式
会社

１１／７ １３：３０～１５：００ 家庭教育 職場見学 保護者

58 ９／２５ 小林市 小林高等学校ＰＴＡ 虎屋 １１／１８ １９：００～２０：３０ 家庭教育 家庭教育に関する講演 保護者

59 ９／２５ 宮崎市 清武中学校 らいふのぱん
１１／１３～１

５
８：５０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

60 ９／２５ 串間市 本城中学校 Happy Smile Create １１／１１ １０：４５～１１：３５ 学校教育
電話対応や敬語の使い方等に係
る講話

中学校２年生

61 ７／２２ 宮崎市 池内小学校 テレビ宮崎 １０／２８ ８：４０～９：２５ 学校教育 読み聞かせに関する指導 小学校全児童

62 ９／３０ 国富町 木脇中学校 宮崎県立看護大学 １１／１４ １４：５０～１５：３５ 学校教育
喫煙防止・薬物乱用防止教室で
の講話

中学校全生徒

63 １０／１ 日南市 酒谷中学校 まなび長屋 １０／１６ １４：００～１６：００ 学校教育
プレゼンテーション作成に関する
指導

中学校３年生

64 １０／３ 高千穂町 西臼杵郡校長会
株式会社黒田工業ひゅう
がリサイクルセンター １１／２２ １５：００～１６：００ 学校教育 郡校長会研修会における講話 小中学校校長

65 １０／７ 日南市 酒谷中学校 Happy Smile Create １１／２５ １３：３０～１６：００ 学校教育
県南地区進路指導協議会での講
話

中学校３年生

66 １０／９ 宮崎市 大淀中学校 ホテルマリックス １１／１４ １４：２０～１５：１０ 学校教育
職場体験学習に向けてのマナー
指導

中学校２年生

67 １０／３ 宮崎市 久峰中学校 久保田オートパーツ ２／７ １４：３０～１５：３０ 学校教育 立志式における講演 中学校２年生

68 １０／７ 諸塚村
諸塚中学校
家庭教育学級

株式会社テレビ宮崎 １１／２８ １３：３０～１４：３０ 家庭教育 施設見学 保護者

69 １０／１０ 宮崎市 大淀中学校 ホテルマリックス １２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

70 １０／１０ 宮崎市 大淀中学校
みやざき子ども文化
センター

１２／４～６ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

71 １０／１０ 宮崎市 県立図書館 宵がたり １２／２２ １７：１０～１７：４０ 地域教育 緑陰コンサートにおける朗読 一般

72 １０／１５ 国富町 本庄中学校 久保田オートパーツ ２／９ １４：３０～１６：００ 学校教育 立志式における講演
中学校全生徒
保護者

73 １０／２１ 宮崎市 大淀小学校 ことぶき苑
１０／２８～

１１／１
８：４０～１５：４５ 学校教育

福祉体験学習に使用する車いす
の貸し出し

中学校２年生

74 ７／２３ 国富町 木脇中学校 テレビ宮崎 １１／２ ９：３０～１０：３０ 学校教育 文化発表会における講演
中学校全生徒
保護者

75 １０／２１ 都城市 西岳中学校 虎屋 １／２２ １４：５０～１５：４０ 学校教育 立志式における講演
中学校全生徒
２年生保護者

76 ９／３ 宮崎市 宮崎北中学校 テレビ宮崎 １１／２６ １４：０５～１５：３０ 学校教育 職業講話 中学校全生徒

77 １０／３ 宮崎市 大塚中学校 らいふのぱん １１／２８ １４：２５～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

78 １０／３ 宮崎市 大塚中学校 ホテルマリックス １１／２８ １４：２５～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

79 １０／３ 宮崎市 大塚中学校 ことぶき苑 １１／２８ １４：２５～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

80 １０／３ 宮崎市 大塚中学校 岡崎組 １１／２８ １４：２５～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

81 １０／３ 宮崎市 大塚中学校 テレビ宮崎 １１／２８ １４：２５～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

82 １０／３ 宮崎市 大塚中学校 宮崎太陽銀行 １１／２８ １４：２５～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

83 １０／３ 宮崎市 大塚中学校 宮崎山形屋 １１／２８ １４：２５～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

84 １０／２５ 宮崎市 生目南中学校 ホテルマリックス １２／２ １３：５５～１５：４０ 学校教育 社会人講話 中学校１年生
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№ 申込日 市町村 団体名 アシスト企業 実施日 時間 領域 内容 対象

85 １０／２５ 宮崎市 生目南中学校 テレビ宮崎 １２／２ １３：５５～１５：４０ 学校教育 社会人講話 中学校１年生

86 １０／２８ 国富町 木脇小学校 日本航空 １２／１０ １４：００～１４：４５ 学校教育 職業講話 小学校６年生

87 １１／６ 日之影町 日之影中学校 テレビ宮崎 ２／１０ １４：１０～１５：１０ 学校教育 立志式における講話
中学校２年生
保護者

88 １１／１１ 宮崎市 大淀中学校 宮崎山形屋 １／２３ １４：１０～１６：１０ 学校教育 社会人講話 中学校２年生

89 １１／１１ 宮崎市 大淀中学校 宮崎トヨタ自動車 １／２３ １４：１０～１６：１０ 学校教育 社会人講話 中学校２年生

90 １１／１１ 宮崎市 大淀中学校 宮崎銀行 １／２３ １４：１０～１６：１０ 学校教育 社会人講話 中学校２年生

91 １１／１１ 宮崎市 大淀中学校
宮崎歯科技術専門
学校

１／２３ １４：１０～１６：１０ 学校教育 社会人講話 中学校２年生

92 １１／１０ 宮崎市 生目台中学校 エフエム宮崎 １２／１０ １４：２０～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

93 １１／１０ 宮崎市 生目台中学校 宮崎観光ホテル １２／１０ １４：２０～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

94 １１／１０ 宮崎市 生目台中学校
ボストン・サイエン
ティフィックジャパン

１２／１０ １４：２０～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

95 １１／１０ 宮崎市 生目台中学校 岡崎組 １２／１０ １４：２０～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

96 １１／２５ 宮崎市 宮崎南小学校 九州電力 １１／２９ ９：４０～１１：２５ 学校教育 理科での電気に関する学習指導 小学校６年生

97 １１／２７ 日向市
大王谷小学校
学校保健委員会

ねむりの駅ライフ
ショップまつおか

１／２８ １４：００～１６：００ 家庭教育 睡眠の重要性についての講話 保護者

98 １１／２８ 宮崎市 宮崎農業高等学校 らいふのぱん １２／３～５ ９：００～１６：００ 学校教育 就業体験学習 高等学校２年生

99 １２／２ 都城市
石山小学校
学校保健委員会

ねむりの駅ライフ
ショップまつおか

１／１７ １３：２０～１４：０５ 家庭教育 睡眠の大切さについての講話 保護者

100 １２／１０ 宮崎市 大淀中学校 宮崎観光ホテル １／２３ １４：１０～１６：１０ 学校教育 社会人講話 中学校１年生

101 １２／１９ 国富町 八代中学校 ＮＨＫ宮崎放送局 ３／１０ １５：００～１５：５０ 学校教育 立志式における講演
中学校全生徒
保護者

102 １２／１７ 小林市 西小林中学校 テレビ宮崎 ２／１２ １４：４５～１５：４５ 学校教育 立志式における講演
中学校全生徒
保護者

103 ９／３０ 都城市 山之口中学校 テレビ宮崎 ２／２７ １４：４５～１５：３５ 学校教育 立志式における講演
中学校１・２年生
１・２年生保護者

104 １２／２５ 日向市 平岩小中学校 五ヶ瀬ワイナリー ２／４ １４：１０～１６：００ 学校教育 職業講話 小学校５・６年生

105 １２／２５ 日向市 平岩小中学校 ホテルマリックス ２／４ １４：１０～１６：００ 学校教育 職業講話 小学校５・６年生

106 １／７ 国富町 木脇小学校 九州電力 ２／５ ９：３０～１１：３０ 学校教育 理科での電気に関する学習指導 小学校６年生

107 １／９ 串間市 本城中学校
ライブ人材分析研究
所

２／２４ １３：３０～１４：２０ 学校教育 立志式における講演
中学校全生徒
保護者

108 １／１６ 宮崎市 古城小学校 キジマ警察犬訓練所 ２／２８ １４：１５～１５：００ 学校教育 職業講話
小学校４・５・６年
生

109 １／２２ えびの市
真幸中学校
家庭教育学級

ホテルマリックス ３／１２ １９：３０～２０：３０ 家庭教育
家庭教育学級の人権教育研修で
の講話

保護者

110 １／６ 西都市 銀鏡中学校 テレビ宮崎 ２／２１ １３：５０～１５：４０ 学校教育 立志式における講演
中学校全生徒
保護者

111 １／２７ えびの市 真幸中学校 えびの消防署 ２／１３ １４：２０～１５：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

112 １／２７ えびの市 真幸中学校 有限会社慶珉 ２／１３ １４：２０～１５：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

113 ２／６ 宮崎市 大宮小学校
宮崎歯科技術専門
学校

２／１８ １４：００～１５：００ 学校教育 職業講話 小学校５年生

114 １２／５ 日南市 鵜戸小中学校
サラエンタテインメン
ト宮崎校

６／１２ １０：３０～１２：００ 学校教育
朗読劇の発表やアフレコ等の体
験活動の指導

小中学校全児
童・生徒

115

116

117

118

119

120


