
派遣講師名
（敬称略）

企業名 実施日 学校名 生徒人数
要望
内容

藤井　賢三 ㈱電通東日本とちぎオフィス 6/8（木） 2年生79名 授業

大西　盛明 ㈱オニックスジャパン 6/15（木） 2年生79名 授業

観堂　義憲 ㈱下野新聞社 9/1（金） 全校生83名 授業 13:25～14:15 ランチルーム
自分の進路を考える

自分の夢を叶えるために

講師の先生の生き方。
社会人として大切なこと。
自分の目標に向かってチャレンジすることの大切さ。

益子　博美 ㈱花のギフト社 11/15（水） 全校生83名 授業 13:25～14:15 ランチルーム
自分の進路を考える

自分の夢・目標・チャレンジの大切さ

講師の先生の生き方。
自分の将来に向けて今大切なことは何か。
自分の夢を叶えるために大切なことは何か。

3 屋代　郁夫 ㈱サンテック
9/7（木） 宇都宮市立国

本中学校
2年生130名 講演 13:55～14:45 オープンスペース 働くことの意義

働くことの意義
将来働くために必要な中学時代に身につけておくべきこ
と
社会体験学習で学ぶべきことと気をつけること

4 古口　勇二 ㈱古口工業 9/8（金） 栃木県立黒羽
高等学校

2年生146名 講演 13:35～14:25 体育館 働くことの意義を考える 働くことの意義・喜び、学ぶことの大切さ、企業が求め
ている人材、高校時代に身につけておくこと等。

5 林　明夫 ㈱開倫塾 9/13（水）
栃木県立佐野
東高等学校

1年生240名 講演 14:55～15:55 体育館
働くとはどういうことか

社会人に求められる能力・社会マナー

社会に出て働くとはどういうことか、社会人にはどのよ
うな資質・能力が求められるか（就職する時に求められ
る能力など）、望ましい社会人になるために高校生がし
ておくべきことなどについて

6 酒井　誠 ㈱酒井建築設計事務所 9/20（水） 日光市立小林
中学校

全校生60名 講演 13:35～14:25 多目的スペース 夢、目標、チャレンジの大切さ
夢や目標を持てない子どもたちや、夢や目標があっても
今どうしたらよいのか分からない子どもたちに向けて、
社会で活躍されている方にメッセージをいただきたい

7 林　明夫 ㈱開倫塾 10/2（月）
日光市立湯西
川中学校

全校生22名 講演 14:00～14:50 多目的スペース 有意義な人生（進路の自己実現）を考える
生徒の生活意欲の向上、学習意欲の向上、将来に向けて
の意欲の向上が図れる内容。

8 古口　勇二 ㈱古口工業 10/5（木）
日光市立栗山

中学校
全校生25名 講演 10:45～11:35 会議室

仕事の意義、楽しさ、厳しさ～中学生時代
に

学んでほしいこと～

仕事の意義、楽しさ、厳しさ、そして中学時代に学ぶべ
きことについて

9 鈴木　秀明 ㈱鈴和 10/11（水）
栃木市立藤岡
第一中学校

2年生100名 講演 13:35～14:35 多目的ホール
後悔しない進路選択のために、今できるこ

と

自分の将来について、漠然と安易に考えている生徒に対
し、主体的に進路について考え、努力することの大切さ
について

10
中村　卓

也
日産自動車㈱ 11/22（水）

栃木県立宇都
宮中央

女子高等学校
全校生840名 講演 10:00～11:20 体育館

社会に貢献できる人となるには
自分らしい生き方とは
社会に出て大切なこと
働くことの素晴らしさ

人として、また女性として広い視野で将来を考えること
の大切さ、高校時代にやるべきことは何か

鈴木　秀明 ㈱鈴和

山村　達夫
㈻金子学園認定

こども園
まこと幼稚園

屋代　郁夫 ㈱サンテック

郡司　成江 総美(有)

12 財田　忠典 ㈱ヤオハン 11/26（日）

栃木県立学悠
館高等学校
（通信制課

程）

全校生80名 講演 11:00～12:20 会議室 目標を持って職業を考える

責任を持って仕事をしている先輩の生の実体験を聞かせ
てほしい。
どのように目標を持ったのか、どのように目標達成のた
めに活動したいのか、どのようにして目標をクリアして
いったのかの具体的な話を生徒に聞かせたい。

13
水沼　富
美男

㈱栃木サッカー
クラブ

11/28（火） 日光市立豊岡
中学校

全校生160名 講演 13:30～14:40 体育館
これからの社会で求められる力
中学生時代に身につけるべきこと

これからの社会で身につけなければいけない必要な力と
は何か。中学生のうちに身につけておいた方がよい力は
何か。

林　明夫 ㈱開倫塾

田村　晃 ㈱アイディ

山村　達夫
㈻金子学園認定

こども園
まこと幼稚園

郡司　成江 総美(有)

15 西村　拓浩 東京海上日動火災保険㈱ 12/7（木） 鹿沼市立北犬
飼中学校

2年生82名 講演 13:30～15:20 体育館 夢をもって生きる
将来の夢をもち、目標に向かってコツコツと努力するこ
との大切さ。また、そのためには日頃の自分の様子を冷
静に見つめることの必要性。

16 酒井　誠 ㈱酒井建築設計事
務所

1/18（木） 栃木県立宇都
宮南高等学校

2年生320名 講演 15:40～16:30 体育館
これからの社会で求められる力・社会の仕

組み
企業が求めている人材（財）

企業に就職したり、社会に出たりしたときに必要とされ
るコミュニケーション能力の大切さや、仕事に対して誠
実に取り組む姿勢の大切さなどについて、高校生の立場
で考えさせる。

17 田村　晃 ㈱アイディ 1/19（金） 小山市立美田
中学校

1年生37名 講演 14:10～14:55 ランチルーム 進路学習会 働くことの意義・喜び、学ぶことの大切さ
中学校時代に身につけるべきこと

18 室賀　裕子 ㈲ガロムユウ 1/30（火）
栃木県立宇都
宮商業高等学

校
3年生280名 講演 9:45～11:20 体育館 女性の立場から見た社会参画に必要な力 女性の立場からこれからの社会で求められる力、社会の

仕組みについて

19 陳　賢徳 ㈱フェドラ 1/30（火） 宇都宮市立一
条中学校

2年生150名 講演 14:45～15:35 体育館 将来の夢に向かい、どのように生きて
いくべきか

①中学時代に講師の方がどのような考えを持ち生活され
ていたか
②今のお仕事に就かれるきっかけ（お仕事の遍歴）
③失敗。失敗をどのように乗り越えてこられたか
④お仕事やプライベートな生活での生きがい、楽しみ
⑤中学生へのアドバイスなど。

20 山村　達夫
㈻金子学園認定

こども園
まこと幼稚園

2/1（木） 鹿沼市立南押
原中学校

1～3年生140
名

講演 14:10～15:10 体育館 夢や目標に向かって、今何をすることが
大切なのか

夢や目標を持つことの大切さと、夢や目標を実現させる
ために努力したことと苦労したことなど、中学生が共感
し、今こんなことを取り組んでおこなうと思えるような
内容。

21 山田　義治 ㈱スキット 2/2（金） 真岡市立真岡
西中学校

全校生367名 講演 15:00～16:00 体育館 人として大切なこと
中高生時代に身につけるべきこと

社会で活躍されている方の生き方や考え方を教訓とし
て、中学生が今、大切にするべきことや、社会に貢献す
ることについて考えさせる。

大西　盛明 ㈱オニックスジャパン 1年生27名 授業 8:40～10:30
9:40～11:30

教室 「働くことの意義と社会人としての心構
え」

働くことの意義や心構えに加え、マイ・チャレンジに向
けた言葉遣いや礼儀、マナーなどの作法面にも触れての
講話

益子　博美 ㈱花のギフト社 2年生37名 授業 9:40～11:30 教室 「自分の将来を考える」
自己を知り、人とのちがいを自信に変え、自分のあった
生き方を考える大切さや、社会に出るまでに身につけた
いこと、などの内容を希望します。

23 大西　盛明 ㈱オニックスジャパン 3/8（木） 栃木県立大田
原東高等学校

1～3年生61
名

講演 18:00～19:00 多目的教室 充実した人生を送るために
～夢・仕事・自立～

夢・目標・チャレンジの大切さ。働くことを・学ぶこと
の大切さ。自立した社会人になることの大切さ。を充実
した人生とつなげて、生徒の意欲を増進させる内容。

計 講師派遣延べ３２名 高等学校７校　・中学校１６校　合計２３校

教室 夢、目標、チャレンジの大切さ 主体的に将来のこと。目標をもつこと。そして、努力す
ることを伝えてほしい。

2年生145名 授業 13:55～15:45

22 2/10（土） 足利市立富田
中学校

14 12/4（月） 那須塩原市立
厚崎中学校

教室 自分の進路や将来の夢について考える

生徒が職業に対して明るいイメージをもって学んでいけ
るように。「どうしたらその職業に就けるか」というＨ
ｏｗ　ｔｏ的なことも、もちろん大切ですが、職業を通
して学んだことや成長したこと、よかったこと、充実感
を得られたこと、苦労したことなど、職業人としての生
き方も学ばせたいと考えている。
本校では「当たり前のことをこつこつと」という指標を
掲げ、実践に取り組んでいる。社会人として必要なマ
ナーや規範意識等についても学ばせたい。1/30（火） 1年生40名 講演

13:20～15:0011

11/14（火）

下野市立国分
寺中学校

1年生40名 講演

進路を考える
事業所で体験活動を行う中学２年生に向けて、働くこと
の大変さや厳しさ、社会人として身につけておくべき力
など

2
鹿沼市立南摩

中学校

会場 テーマ 希望する話の内容

1
矢板市立片岡

中学校
14:35～15:25 ランチルーム
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時間


