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H26「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 ３／２０ 高原町 高原小学校
梅田学園自動車学
校小林

４／１５ ９：００～１２：３０ 学校教育 交通安全教室 小学校全児童

2 ３／２４ 川南町
多賀小学校
家庭教育学級

テレビ宮崎 １１／１３ １０：００～１１：００ 家庭教育 企業見学 保護者

3 ３／２４ 川南町
多賀小学校
家庭教育学級

セントラル観光株式
会社

１１／１３ １１：２０～１２：２０ 家庭教育 映画館の裏側体験見学 保護者

4 ４／８ 日南市
酒谷中学校
振徳塾ジュニア

Happy Smile Create ６／２５ １９：００～２１：００ 地域教育 人間関係づくりについての講話
日南市内の中学
校３年生

5 ４／８ 日南市
酒谷中学校
振徳塾ジュニア

まなび長屋 ９／２２ １８：３０～２０：３０ 地域教育 人に伝える力についての講話
日南市内の中学
校３年生

6 ４／１４ 小林市 小林高等学校
梅田学園自動車学
校小林

５／１４ １４：５０～１６：３５ 学校教育 交通安全教室 高等学校全生徒

7 ４／１７ 新富町 新富町教育委員会 虎屋 ９／１８ １３：３０～１５：００ 地域教育 生涯学習講座における講話
しんとみ発見塾
生

8 ４／２１ 新富町 新富町教育委員会
株式会社王子製紙
日南工場

６／９～１９ １０：３０～１２：００ 地域教育 婦人学級における工場見学 婦人学級生

9 ４／２１ 日之影町
日之影中学校
家庭教育学級

宮崎県立看護大学 ６／１３ １９：３０～２１：００ 家庭教育 家庭教育学級における講演 保護者

10 ４／１５ 宮崎市 宮崎北高等学校
ソーラーフロンティア
株式会社

１０／２４ １４：００～１６：００ 学校教育 企業見学・講話 高校１年生

11 ４／１５ 宮崎市 宮崎北高等学校 宮崎日日新聞社 １０／２４ １４：００～１６：００ 学校教育 企業見学・講話 高校１年生

12 ４／１５ 宮崎市 宮崎北高等学校 宮崎観光ホテル １０／２４ １４：００～１６：００ 学校教育 企業見学・講話 高校１年生

13 ４／１５ 宮崎市 宮崎北高等学校
ボストン・サイエン
ティフィックジャパン

１０／２４ １４：００～１６：００ 学校教育 企業見学・講話 高校１年生

14 ４／２１ 日南市
たつの会（読み聞かせ
ボランティア団体）

宵がたり ８／２９ ８：１０～１２：００ 地域教育 読み聞かせに関する指導 たつの会会員

15 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校 ことぶき苑 ７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

16 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校
うめこうじ・ながの屋
大塚台店

７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

17 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校
うめこうじ・ながの屋
大塚東店

７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

18 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校 宮崎サンシャインＦＭ ７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

19 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校 ホテルマリックス ７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

20 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校 馬原造園建設 ７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

21 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校 宮崎酸素株式会社 ７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

22 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校 宮崎観光ホテル ７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

23 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校 岡﨑組 ７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

24 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校 らいふのぱん ７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

25 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校
みやざき子ども文化
センター

７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

26 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校
宮崎トヨタ南バイパス
店

７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

27 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校 宮崎トヨタ大塚店 ７／１～３ ８：１０～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

28 ５／７ 都城市 庄内小学校 リストランテ星の空 ６／１５ １０：２０～１１：０５ 学校教育 キャリア教育に係る講演等
小学校２年生
保護者

29 ５／７ 都城市 庄内小学校 ぎょうざの丸岡 ６／１５ １０：２０～１１：０５ 学校教育 キャリア教育に係る講演等
小学校３年生
保護者

30 ５／７ 都城市 庄内小学校
南九州大学人間発達
学部子ども教育学科

６／１５ １０：２０～１１：０５ 学校教育 キャリア教育に係る講演等
小学校１年生
保護者

31 ５／１２ 宮崎市
みなみのかぜ支援学
校

ダーバン宮崎ソーイ
ング

６／９～２０ ９：００～１２：００ 学校教育 職場体験学習（業務補助作業） 高等部３年生

32 ５／１３ 西都市 三納中学校 虎屋 ６／１０ １５：１５～１６：０５ 学校教育 職業講話 中学校２年生

33 ５／１５ 新富町 新富町教育委員会
コカ・コーラウエスト
株式会社

１／９～２０ １０：００～１１：３０ 地域教育 婦人学級における企業見学 婦人学級生

34 ５／１５ 五ヶ瀬町 五ヶ瀬中等教育学校 新緑会 ６／５ １３：３５～１６：３０ 学校教育
茶摘み、釜炒り茶の製法説明・実
習等

中等教育学校
１年生

35 ５／１６ 新富町 新富町教育委員会 岸上蒲鉾株式会社 ９／９～１９ １０：３０～１１：３０ 地域教育 婦人学級における企業見学 婦人学級生

36 ４／２４ 川南町 唐瀬原中学校 宮崎観光ホテル ５／２３ １３：５０～１５：４０ 学校教育
職場体験学習に向けてのマナー
指導

中学校３年生

37 ５／１５ 新富町 新富町教育委員会
セントラル観光株式
会社

１０／７～１６ １３：３０～１４：３０ 地域教育
高齢者学級における映画館の裏
側体験見学

高齢者学級生

38 ４／２１ 宮崎市 大淀中学校 日本航空宮崎支店 ６／１９ １４：２０～１４：１０ 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

39 ５／１９ 宮崎市
大淀３校ＰＴＡ（古城
小、大淀小、大淀中）

虎屋 １１／１４ １９：００～２０：４０ 家庭教育 職業に関する講演 ＰＴＡ会員

40 ５／９ 日向市 平岩小中学校 ＮＨＫ宮崎放送局 ６／１６ １４：１０～１５：００ 学校教育 職業講話 中学校全生徒

41 ４／３０ 都城市 高崎中学校 宮崎観光ホテル ６／１３ １４：１５～１５：０５ 学校教育 職業講話 中学校全生徒

H２６年度コーディネート件数：１６２件
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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

H２６年度コーディネート件数：１６２件

42 ５／２３ 宮崎市 大淀小学校ＰＴＡ
特定非営利活動法人
ふるさと文化芸能振興会 ６／２２ １０：００～１１：３０ 家庭教育

３年生のＰＴＡ学年レクリエーショ
ンにおける親子でのゲーム指導

小学校３年生
保護者

43 ５／２９ 宮崎市 宮崎東高等学校 らいふのぱん ７／２９～３１ 8:30 学校教育
養護教諭教職経験１０年経過研
修社会体験研修

教職員

44 ６／５ 日南市 油津中学校 ふさやす歯科医院 ７／３～７ ９：００～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

45 ６／４ 宮崎市 大淀小学校ＰＴＡ
特定非営利活動法人
ふるさと文化芸能振興会 ７／５ １０：００～１２：００ 家庭教育

１年生のＰＴＡ学年レクリエーショ
ンにおける親子でのゲーム指導

小学校１年生
保護者

46 ６／１１ 宮崎市
内海小学校
学校保健委員会

ねむりの駅ライフ
ショップまつおか

９／１０ １４：１５～１５：００ 学校教育
生活リズムの大切さ等について
の講話

小学校全児童、
保護者、教職員

47 ６／１１ 小林市
紙屋小学校
家庭教育学級

ソーラーフロンティア
株式会社宮崎工場

１０／９ １０：３０～１２：００ 家庭教育 企業概要説明と施設見学 保護者

48 ６／１１ 小林市
紙屋小学校
家庭教育学級

たつみ流着付け教室 １０／９ １４：００～１５：３０ 家庭教育 企業概要説明と着付け体験 保護者

49 ６／１８ 椎葉村 椎葉村教育委員会 ホテルマリックス ８／２０ ９：００～１１：００ 学校教育
学校給食調理員研修における講
話

学校給食調理員

50 ６／１９ 高千穂町
高千穂中校区内小中
学校

ＮＴＴドコモ ８／８ １０：３０～１２：００ 学校教育
高千穂中・高千穂小・押方小の
教職員合同研修会での講話

教職員

51 ６／１９ 高千穂町
高千穂中校区内小中
学校

宮崎県警察本部生
活安全部

８／８ １０：３０～１２：００ 学校教育
高千穂中・高千穂小・押方小の
教職員合同研修会での講話

教職員

52 ６／２２ 高原町 高原小学校
西諸広域行政事務
組合消防本部

７／３ １０：００～１１：００ 学校教育 社会科見学 小学校４年生

53 ６／１９ 都城市
放課後子ども教室「上小
スマイルふれんど」

しゃくなげの森 ８／９ １１：００～１４：００ 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

54 ６／２３ 串間市 本城中学校 ＮＨＫ宮崎放送局 ７／３１ １０：００～１１：００ 学校教育 職場見学 中学校１年生

55 ６／２３ 串間市 本城中学校
イオン九州株式会社
イオン宮崎店

７／３１ １２：３０～１３：３０ 学校教育 職場見学 中学校１年生

56 ６／２３ 串間市 本城中学校 岡﨑組 ７／３１ １４：００～１５：００ 学校教育 工場見学 中学校１年生

57 ６／２４ 美郷町
北郷中学校
家庭教育学級

サラエンタテインメン
ト宮崎校

８／３ １４：００～１６：００ 家庭教育
朗読劇鑑賞及びアフレコ活動体
験

中学校全生徒、
保護者、教職員

58 ６／２７ 門川町 門川町教育委員会
ライブ人材分析研究
所（シャンティプレマ）

１１／１２ １９：３０～２１：３０ 家庭教育
町内家庭教育学級合同研修会に
おける講話

保護者

59 ６／２５ 都城市
放課後子ども教室「上小
スマイルふれんど」

南日本酪農協同株
式会社

８／２２ ９：００～１１：００ 地域教育 工場見学 小学生

60 ６／２５ 都城市
放課後子ども教室「上小
スマイルふれんど」

宮崎県木材利用技
術センター

８／２２ １３：３０～１５：００ 地域教育 施設見学 小学生

61 ６／２６ 高原町 高原小学校 株式会社希望の店 ７／２、９／２５ １３：００～１５：００ 学校教育
社会科副読本に掲載するための
取材や写真撮影等

教職員、小学生

62 ６／２６ 高原町 高原小学校 宮崎県畜産試験場 ７／３ １３：００～１５：００ 学校教育
社会科副読本に掲載するための
取材や写真撮影等

教職員、小学生

63 ６／３０ 宮崎市
宮崎県教育研修セン
ター

黒田工業ひゅうがリ
サイクルセンター

８／２５～９／５ ８：３０～１７：１５ 学校教育
リーダー養成研修における社会
体験研修

教職員

64 ６／３０ 高原町
高原小学校
家庭教育学級

森木材工業 ７／２１ ９：００～１２：００ 家庭教育
親子で行う木材工作における指
導

小学生、保護者

65 ７／２ 木城町 木城町教育委員会 テレビ宮崎 １１／１ １０：３０～１２：００ 地域教育
「生涯学習のつどい大会」におけ
る講話

町民全般

66 ７／７ 都城市 西中学校
ＮＰＯ法人Ｍ’ｓハー
トフル

８／３ １３：００～１４：００ 学校教育
職員研修におけるいじめ防止対
策についての講話

教職員

67 ７／１０ 串間市 市木小学校
ひむかおひさまネット
ワーク

７／３１ １２：３０～１４：３０ 学校教育 環境教育学習 小学校全児童

68 ７／１０ 宮崎市 大塚公民館 ホテルマリックス ９／１２ １５：００～１６：００ 地域教育 生涯学習講演会における講話 地域住民

69 ７／３ 宮崎市 宮崎北高等学校 宮崎放送 １０／２４ １４：００～１６：００ 学校教育 企業見学・講話 高等学校１年生

70 ７／１４ 国富町 本庄中学校
コミュニケーション
ＣＬＵＢ

８／１８ １１：２０～１２：２０ 学校教育
リーダー研修会における講話や
ワークショップ

生徒会役員、各学
級の委員長・副委員
長

71 ７／９ 都城市
西岳地区まちづくり
協議会

ぎょうざの丸岡 ８／２６ １４：３０～１６：３０ 地域教育
夏休み期間中の地域の方々によ
る学習支援活動における職場見
学

小学生

72 ７／１６ 都城市 大王小学校
ＮＰＯ法人Ｍ’ｓハー
トフル

７／２８ １０：００～１１：００ 学校教育
「自殺防止」に係る校内人権・同
和教育研修会における講話

教職員

73 ６／２４ 延岡市 延岡星雲高等学校 テレビ宮崎 １０／２４ １５：００～１５：５０ 学校教育
「次世代ペアレント授業」における
講話

高等学校全生徒

74 ６／５ 小林市 細野小学校 テレビ宮崎 １０／２３ ８：１５～９：００ 学校教育 読み聞かせ
小学生、保護
者、地域住民

75 ６／１２ 高鍋町 高鍋東小学校 テレビ宮崎 １１／３０ ９：００～１２：００ 学校教育
創立１１０周年記念式典・記念公
演における講話

小学生、保護
者、地域住民

76 ７／１８ 高原町 後川内中学校 テレビ宮崎 ２／１９ １４：００～１６：００ 学校教育 立志式における記念講演 中学校全生徒

77 ７／２３ 宮崎市 宮崎西高等学校 テレビ宮崎 １２／９ １５：１０～１６：３０ 学校教育
「次世代ペアレント授業」における
講話

高等学校１年生

78 ７／２２ 宮崎市 中部教育事務所 ホテルマリックス ９／２ １５：００～１５：３０ 地域教育
地域教育ネットワーク会議におけ
る接遇等の指導

教職員、行政職
員等

79 ７／２９ 宮崎市 久峰中学校 ホテルマリックス １０／３０ １４：２０～１５：２０ 学校教育
職場体験学習に係るマナーにつ
いての講話

中学校２年生

80 ７／２９ 宮崎市 久峰中学校 宮崎太陽銀行 １０／３０ １４：２０～１５：２０ 学校教育
職場体験学習に係るマナーにつ
いての講話

中学校２年生

81 ７／２９ 宮崎市 久峰中学校
サラエンタテインメン
ト宮崎校

１０／３０ １４：２０～１５：２０ 学校教育
職場体験学習に係るマナーにつ
いての講話

中学校２年生

82 ７／２９ 宮崎市 久峰中学校 宮崎山形屋 １０／３０ １４：２０～１５：２０ 学校教育
職場体験学習に係るマナーにつ
いての講話

中学校２年生
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83 ７／２９ 宮崎市 久峰中学校 らいふのぱん １０／３０ １４：２０～１５：２０ 学校教育
職場体験学習に係るマナーにつ
いての講話

中学校２年生

84 ７／２９ 宮崎市 久峰中学校
宮崎歯科技術専門
学校

１０／３０ １４：２０～１５：２０ 学校教育
職場体験学習に係るマナーにつ
いての講話

中学校２年生

85 ８／２０ 椎葉村 椎葉村教育委員会
南日本ハム株式会
社

８／２０ １３：００～１４：３０ 学校教育
村内小中学校教職員合同研修
会における講話

小中学校教職員

86 ８／２７ 都農町 都農小学校
エステサロン美ホワ
イト

１０／２１ １１：００～１４：００ 家庭教育 家庭教育学級における指導 保護者

87 ８／２７ 都農町 都農小学校 リストランテ星の空 １０／２１ １１：００～１４：００ 家庭教育 家庭教育学級における指導 保護者

88 8／２９ 宮崎市 赤江中学校 テレビ宮崎 １／２２ １３：５５～１５：４５ 学校教育 キャリア教育に関する講演 中学校３年生

89 ９／３ 宮崎市 久峰中学校 亜細亜観光 １０／３０ １４：５５～１５：２０ 学校教育
職場体験学習に係るマナーにつ
いての講話

中学校２年生

90 ９／３ 宮崎市 生目南中学校 テレビ宮崎 １２／２ １３：５５～１５：４５ 学校教育 職業講話 中学校２年生

91 ９／４ 宮崎市 七野小学校
セントラル観光株式
会社

１１／１７ １３：３０～１４：３０ 家庭教育
映画館の映写室の見学、映画館
の営業等についての説明

保護者

92 ９／８ 高千穂町
西臼杵郡小・中学校校
長会

南日本ハム株式会
社

１１／２８ １４：１０～１５：１０ 学校教育
西臼杵郡小・中学校校長会研修
会における講話

小中学校校長

93 ９／１３ 新富町 富田中学校 ホテルマリックス １１／２８ １３：５０～１５：４０ 学校教育
職場体験学習の事前指導におけ
る講話

中学校２年生

94 ９／１８ 高原町 高原小学校 宮崎放送 １０／３０ ９：３０～１０：４０ 学校教育 社会科見学 小学校５年生

95 ９／１８ 高原町 高原小学校 宮崎日日新聞社 １０／３０ １３：３０～１５：３０ 学校教育 社会科見学 小学校５年生

96 ９／１１ 諸塚村 東臼杵支会校長会 虎屋 １２／１６ １３：５０～１５：２０ 学校教育
東臼杵支会校長会研修会におけ
る講話

小中学校校長

97 ９／２３ 新富町
西都児湯地区特別支
援教育学習会

テレビ宮崎 １１／２６ １８：３０～２０：００ 学校教育
西都児湯地区特別支援教育学
習会における講演

教職員、保健
師、行政職員

98 ９／２５ 宮崎市 生目南中学校 宮崎山形屋 １１／１１ １０：４５～１１：３５ 学校教育 職場体験学習に向けての講話 中学校２年生

99 １０／２ 宮崎市
宮崎工業高等学校（定
時制）

株式会社ソーラープ
ランニング

１０／３１ ２０：１０～２１：１０ 学校教育 進路講話 高等学校全生徒

100 １０／３ 宮崎市
宮崎大学教育文化学
部附属中学校

日本航空宮崎支店 １１／１９ ９：３０～１７：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

101 １０／３ 宮崎市
宮崎大学教育文化学
部附属中学校

イオン九州株式会社
イオン宮崎店

１１／１８～２０ ９：００～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

102 １０／３ 宮崎市
宮崎大学教育文化学
部附属中学校

うめこうじ・ながの屋
霧島店

１１／１８～２０ ９：００～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

103 １０／３ 宮崎市
宮崎大学教育文化学
部附属中学校

うめこうじ・ながの屋
瀬頭店

１１／１８～２０ ９：００～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

104 １０／３ 宮崎市
宮崎大学教育文化学
部附属中学校

うめこうじ・ながの屋
大塚東店

１１／１８～２０ ９：００～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

105 １０／３ 宮崎市
宮崎大学教育文化学
部附属中学校

うめこうじ・ながの屋
大塚台店

１１／１８～２０ ９：００～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

106 １０／３ 宮崎市
宮崎大学教育文化学
部附属中学校

ホテルマリックス １１／１８～２０ ８：００～１６：００ 学校教育 職場体験学習 中学校２年生

107 １０／６ 西都市
妻南小学校
学校保健委員会

ねむりの駅ライフ
ショップまつおか

１１／２０ １９：３０～２１：００ 学校教育
生活リズム確立のための睡眠の
在り方についての講話

保護者、教職員

108 １０／７ 国富町 木脇中学校 九州保健福祉大学 １１／２０ １５：１５～１６：０５ 学校教育 薬物乱用防止教室における講話 中学校全生徒

109 １０／６ 五ヶ瀬町 三ヶ所小学校 テレビ宮崎 １１／１９ １９：００～２０：３０ 学校教育
町内教職員対象の「話す力」のス
キルアップに関する指導

町内の教職員

110 １０／１６ 日南市 日南振徳高等学校
ダーバン宮崎ソーイ
ング

１１／５～７ ８：００～１６：００ 学校教育 就業体験実習 高等学校２年生

111 １０／１６ 日向市
寺迫幼稚園
家庭教育学級

セントラル観光株式
会社

１１／１１ １１：００～１２：００ 家庭教育 映画館の裏側見学 保護者

112 １０／２１ 宮崎市 小戸小学校 花ふぶき一座 ２／２２ １３：００～１３：４５ 学校教育 キャリア教育に係る講話 小学校１～３年生

113 ９／４ 西都市 西都商業高等学校 テレビ宮崎 １２／１６ １４：３０～１６：４０ 学校教育
「共に支え合う理解啓発推進事
業」における講演

高等学校全生徒

114 １０／２８ 高千穂町 岩戸中学校 虎屋 １２／１５ １４：１０～１６：００ 学校教育 キャリア教育に係る講話 中学校１～２年生

115 １０／２８ 宮崎市 宮崎南小学校 九州電力宮崎支社 １０／３１ 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

116 １０／３１ 日南市 細田中学校
ダーバン宮崎ソーイ
ング

１１／２５ １３：５５～１４：４５ 学校教育 進路指導に係る模擬面接 中学校３年生

117 １０／３１ 日南市 細田中学校 ＢＲＩＮＧ株式会社 １１／２５ １３：５５～１４：４５ 学校教育 進路指導に係る模擬面接 中学校３年生

118 １０／２７ 都城市 祝吉中学校
ヤマト運輸都城エリ
ア支店

１２／５ １４：２０～１６：１０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

119 １０／２７ 都城市 祝吉中学校 霧島酒造 １２／５ １４：２０～１６：１０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

120 １１／６ 都農町
都農南小学校
家庭教育学級

山中菓子舗 １１／１５ １０：００～１１：３０ 家庭教育 クレープ作りの指導 保護者、児童

121 １１／７ 国富町 八代中学校 テレビ宮崎 ２／９ １５：００～１５：５０ 学校教育 立志式における記念講演 中学校全生徒

122 １０／３０ 宮崎市 宮崎中学校 宮崎太陽銀行 １２／４ １４：００～１６：００ 学校教育 キャリア教育に係る講話 中学校３年生

123 １０／２１ 宮崎市 小戸小学校 テレビ宮崎 ２／２２ １４：００～１４：４５ 学校教育 キャリア教育に係る講話 小学校４～６年生
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124 １１／１８ 高千穂町
田原小学校
家庭教育学級

ねむりの駅ライフ
ショップまつおか

２／１９ １９：００～２１：００ 家庭教育
子供の健やかな成長と睡眠との
関係についての講話

保護者

125 １１／５ 都城市 西岳中学校 霧島酒造 １／２２ １４：４０～１５：３０ 学校教育 立志式における講演 中学校全生徒

126 １１／１０ 串間市 福島小学校 ディー・エヌ・エー １／２０ １０：２５～１１：１０ 学校教育 情報機器利用啓発講座
小学校５年生
５年生保護者

127 １１／１０ 串間市 福島小学校 ディー・エヌ・エー １／２０ １４：１０～１５：５０ 学校教育
情報モラル啓発講座（６年生児童
向け及び５・６年生保護者向け）

小学校６年生
５・６年生保護者

128 １１／１８ 延岡市
北川小学校
学校保健委員会

ディー・エヌ・エー １／１６ １３：００～１３：５５ 家庭教育
インターネットでのトラブル防止
等についての講話

保護者

129 １１／２５ 三股町 長田小学校 しゃくなげの森 １１／２６ １０：００～１１：３０ 学校教育
「ヤマメの一生」の講話とヤマメ
の受精見学

小学校６年生

130 １１／１０ 宮崎市 宮崎東中学校 テレビ宮崎 ２／６ １４：５０～１５：３０ 学校教育 立志式における講演
中学校２年生
保護者

131 １１／１８ 国富町 木脇中学校 テレビ宮崎 １２／１０ １３：３５～１５：０５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

132 １２／２ 川南町
山本小学校
学校保健委員会

ねむりの駅ライフ
ショップまつおか

１／１６ １５：００～１６：００ 学校教育
睡眠の大切さやゲームの弊害に
ついての講話

小学校５・６年生
教職員、保護者

133 １２／３ 門川町
草川小学校
家庭教育学級

ライブ人材分析研究
所（シャンティプレマ）

１／１８ １０：３０～１２：００ 家庭教育 アウトメディアについての講演
小学校５・６年生
保護者

134 １２／４ 国富町 本庄中学校 虎屋 ２／８ １４：３０～１５：３０ 学校教育 立志式における講演
中学校全生徒
保護者

135 １２／１８ 小林市 永久津中学校 ホテルマリックス ２／２１ １４：５０～１５：５０ 学校教育 立志式における記念講演
中学校全生徒
保護者

136 １２／１０ 宮崎市 大塚中学校 テレビ宮崎 １／１６ １４：２５～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

137 １２／１０ 宮崎市 大塚中学校 ホテルマリックス １／１６ １４：２５～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

138 １２／１０ 宮崎市 大塚中学校 ことぶき苑 １／１６ １４：２５～１６：１５ 学校教育 職業講話 中学校１年生

139 １２／２６ 宮崎市 大宮中学校 馬原造園 １／２７ １５：００～１６：２０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

140 １２／２６ 宮崎市 大宮中学校 大山食品 １／２７ １５：００～１６：２０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

141 １２／１２ 宮崎市 大淀中学校 宮崎銀行 ２／５ １４：１０～１６：１０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

142 １２／１２ 宮崎市 大淀中学校 うめこうじ・ながの屋 ２／５ １４：１０～１６：１０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

143 １２／１２ 宮崎市 大淀中学校 ことぶき苑 ２／５ １４：１０～１６：１０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

144 １２／１２ 宮崎市 大淀中学校
宮崎サンシャインエ
フエム

２／５ １４：１０～１６：１０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

145 １２／１２ 宮崎市 大淀中学校 岡﨑組 ２／５ １４：１０～１６：１０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

146 １２／１２ 宮崎市 大淀中学校 馬原造園 ２／５ １４：１０～１６：１０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

147 １２／１２ 宮崎市 大淀中学校 亜細亜観光 ２／５ １４：１０～１６：１０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

148 １／６ 延岡市 北方学園
サラエンタテインメン
ト宮崎校

２／４ ８：３５～１１：２０ 学校教育 発表や朗読等の指導 小学校全児童

149 １／６ 門川町
五十鈴小学校
学校保健委員会

ライブ人材分析研究
所（シャンティプレマ）

２／６ １５：３０～１６：３０ 家庭教育
学校保健委員会での講話（メディ
アコントロール）

保護者

150 １／７ 西都市 穂北中学校 虎屋 ２／５ １４：３０～１５：４５ 学校教育 立志式の講演
中学校全生徒、２
年生保護者、教職
員

151 １／７ 宮崎市 広瀬中学校 九州電力宮崎支社 ２／３ １５：２０～１６：１０ 学校教育 職業講話 中学校１年生

152 １／８ 小林市 細野中学校
ボストン・サイエン
ティフィックジャパン

２／１２ １４：１５～１６：０５ 学校教育 「社会人の声を聞く会」での講話 中学校１年生

153 １／９ 日向市 平岩小中学校 ディー・エヌ・エー ２／１７ １４：１０～１５：００ 学校教育 情報教育における指導
中学校３年生、
保護者

154 １２／２４ えびの市 加久藤中学校
ライブ人材分析研究
所（シャンティプレマ）

２／１４ １４：００～１５：３０ 学校教育 立志式の講演
中学校全生徒、
保護者

155 １／２０ 高原町 高原小学校 森木材工業 ２／１０ ８：２０～８：４０ 学校教育
朝の活動でのキャリア教育の講
話

小学校全児童

156 １／１３ 宮崎市 宮崎海洋高等学校 うめこうじ・ながの屋 ２／１０ １４：３５～１５：２５ 学校教育 職業についての講義 高等学校１年生

157 １／１３ 串間市 北方中学校 ホテルマリックス ２／８ １１：２０～１２：２０ 学校教育 立志式における記念講演
中学校全生徒、保
護者、教職員、来
賓

158 １／１４ 川南町 川南東小学校ＰＴＡ 山中菓子舗 ２／１４ ９：００～１２：００ 家庭教育
１年生のＰＴＡ学年レクリエーショ
ンでのクレープ作りの指導

小学校１年生、
保護者

159 １／２０ 串間市 有明小学校 ディー・エヌ・エー ３／９ １４：０５～１６：３０ 学校教育
児童への情報教育における指導と
教職員対象の情報教育研修の指導

中学校３年生、
保護者

160 １／２６ 川南町
国光原中学校
学校保健委員会

ねむりの駅ライフ
ショップまつおか

３／９ １４：５５～１５：４５ 学校教育 「メディアと健康」に関する講演
中学校全生徒、
教職員、保護者

161 １／２９ 宮崎市 古城小学校 ホテルマリックス ３／１１ １４：１０～１４：５５ 学校教育 職業講話
小学校４・５・６
年生

162 ２／５ 日之影町
高巣野小学校
学校保健委員会

ねむりの駅ライフ
ショップまつおか

３／４ １０：２５～１１：１０ 家庭教育
睡眠を中心とした生活習慣につ
いての講話

保護者
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