
 
 

 
No.１ 日本証券業協会 （金融・経済）  

日本証券業協会は，金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的と

して様々な活動を行っており，その活動の一環として，公正中立な立場から，学校における金

融経済教育の授業を支援しております。 

その中で，小学校高学年の児童から中学生までを対象に，会社経営を体験しながら，株式会

社の仕組みやお金の流れを学習できるアクティブ・ラーニングの要素を含んだ出前授業を行

っております。 

そのほかにも，中学生から高校生までを対象とした講義形式のプログラムや，DVD や教師

用指導書がセットになった副教材のご提供もございます。 

いずれも，費用は完全無料となっておりますので，是非ご検討ください。 
 

No.２ 国際協力機構(JICA)東北センター（国際理解・国際協力） 

JICA 東北では，開発途上国経験をもつ講師の派遣(国際協力出前講座)，JICA 東北センタ

ーの訪問受入(訪問学習プログラム)，6 月～9 月に作品を募集する「国際協力エッセイコンテ

スト」など，児童・生徒の皆さんの国際理解を深めるための様々なメニューをご準備しており

ます。探究学習やゼミに取り入れる活動の一つとして，ぜひご利用をご検討ください！ 

また，学校の先生方を対象とした各種研修も開催しております。2022 年度は SDGs を学

ぶ・子どもに伝えることをテーマとした「開発教育指導者研修」，および途上国とオンライン

でつないで実施する「授業のための小ネタ研修」を実施予定です。皆様のご参加をお待ちして

おります！ 
 

No.３ 株式会社 明治 北日本支社（食育） 

身近な食材，食品を通じて，自然の恵み，健康な体づくりについて「食の大切さ」「食の楽

しさ」「食の魅力」を学び，人・動物・モノに対する感謝の気持ちを育む，「食育セミナー」を

実施しています。 

対象は，小学校児童からシニアまで，また大人向けプログラムは PTA 研修会にもおスス 

メです。さらに，企業・法人向けの健康経営コンテンツと幅広く対応。 

所要時間は 45～90 分（応相談）。健康経営プログラムは，30～40 分。 

栄養士の資格を持った明治の社員が講師となり，各対象に合わせたカリキュラムで，五感を

刺激してわくわくするスライドやクイズなどを交えながら実施します。自らが「気づき」「考

え」「行動する」学びにつなげることができる内容です。 

また，バーチャル工場見学や SDGs など，魅力的な新しいプログラムを追加。 

対面セミナーはもちろん，すべてのプログラムでオンライン開催が可能です。オンライン接

続に関しましては弊社が全てサポートしますので，安心して受講いただけます。 

東北 6 県のどこでも開催可能。費用はすべて無料。 



 
 

 

No.４ SMBC コンシューマーファイナンス（株）（金融） 

当社では未来を担う学生や地域の方々が，お金に関する正しい知識の習得と，適切な判断が

出来るように「PROMISE 金融経済教育セミナー」を無償で行っております。 

 

2021 年度実績 

【参加人数】東北 5 県 約 6,500 名 

【内容】生活設計・家計管理，ローン・クレジット，金融トラブル，成人年齢引き下げ 

資産形成，キャッシュレス，SDGs ※要望に沿った内容で，構成可能です。 

【形式】講義型，アクティブラーニング型 

【方法】対面，リモート，動画（HP，DVD） 

【対象】小・中・高校生，教職員 

【活用例】・進路ガイダンスや LHR， 

・家庭科，社会科の授業 

・総合的な探求の時間 

 

No.５ 大塚 恒敏（科学 紙ヒコーキ）， 

こどもの頃遊んだ紙ヒコーキ，定年後折り紙で挑戦しました。 

昔から折り紙では飛ばないと言われています。本当にそうなのか？ 

折り紙でも切れば飛びます。実際本も出ています。折り紙だと飛ばないと言う訳でもないよ

うです。そこで，どうして飛ばないのか考えました。 

結果，飛んでいなかったものも少しは飛んでいたこと。正方形の折り方があることがわかり

ました。紙の形に関係なく折っていたことがいけなかったのです。 

折り紙をとおして小さな科学を教えたく思います。 
  

折り紙の利点は，紙が薄く軽いこと，安価であること，欠点は紙が薄いことです。 

折り紙ヒコーキ，どのくらい飛ぶと思いますか？ 

手投げで，２０ｍくらい。ですが輪ゴムを使えば，体育館の端から端まで飛びます。外で 

も飛ばすことができます。風にのれば５～６０ｍも飛ぶことがあります。 

そんな折り紙ヒコーキを知ってもらおうと出前授業をしています。 

 

No.６ 東北生活文化大学・東北生活文化大学短期大学部（食育 健康 芸術 等） 

本学では，地域の生活向上をめざした「暮らしデザイン活動」を行っています。活動は学

生・教員・その他関係者が一体となって進め，実践的に暮らしをデザインする力を高めていき

ます。 

「これからのまちのために，希望に満ちた楽しい暮らしを，仲間と地域の皆さんと一緒に創

り出したい」という思いがあり，「ワクワクぷろじぇくと」をはじめ，様々な取組を行ってい

ますが，この「出前授業」もその一つです。 

本学の学習内容である「服飾・ファッション」，「食・栄養・健康」，「アート」，「保育・教育」，

「家庭・生活」などを中心に開講していますので，お気軽にご活用ください。 



 
 

 

No.７ ＮＰＯ法人 Ｊ－ＰＡＬ（その他） 

ラインダンスを通して 

ラインダンスは年齢も性別も関係ない世界共通のダンスです。 

「脚を高く上げる」イメージだけではありません！ 

ダンスを通して心と身体の健康を育んで行きたいと活動しております。 

地域の方々との交流やまちづくりに貢献した活動を行い，年代に応じてのプログラムを提

供しております。 

・認知症予防，健康寿命を延ばすストレッチや運動 

・メタボ対策，子育てママ向けなどの講座企画 

・子供向けに，リズム感や協調性を養う講座企画 

・福祉施設やイベントなどでの演技披露，ボランティア活動 

親しみのあるカントリーミュージックはもちろん，ポップスやロック，ラテン系など多彩な

音楽に合わせられるのも特徴のひとつです。 

ダンスオリンピック正式種目競技が行われる一方，簡単な振付ですぐに覚えられるステッ

プもたくさんありますので，子供からシニアまで気軽に楽しんで踊れます。 

コミュニケーションツールとしてラインダンスを取り入れて頂きたいと思います。 

 

No.８ 宮城県立仙台高等技術専門校（製造，ものづくり） 

仙台市宮城野区にある職業訓練施設です。機械エンジニア科，電子制御システム科，自動車

整備科，電気科，設備工事科，建築製図科，塗装施工科，サインデザイン科，左官科，造園科

があります。キャリア教育における仕事理解につながるメニューを提供できます。職業訓練

施設の見学は，ものづくりの仕事について理解を深める機会です。将来は宮城県内で就職し

たい方，ものづくりの仕事に興味がある方，お子さんの進路に悩んでいる方，お気軽にお問合

わせください。新たな道が開けますよ。 

 

 

No.９ 株式会社 加藤建設東北営業所（土木工事の職場見学，就業体験） 

当社は軟弱な地盤を安定した地盤に変える地盤改良工事を行っています。地盤改良は建築

物，橋梁などを構築するにあたり，安定性を保つため地盤に人工的な改良を加える工事です。 

工事中の現場で，「なぜ地盤改良が必要なのか」，「地盤改良した土がどのくらい硬いのか」

を見学できます。また，教室内（屋内）であっても実験装置による「地盤の液状化現象」の仕

組みや，モデル建設機械（ラジコン）による工事の進め方を体感して頂けます。 

 

出前授業は，令和 1 年 12 月に矢本東小学校で 3 年生の生徒さん 3 クラスを対象に行いま

した。また，令和３年１２月には東郷小学校で５年生と６年生を対象に実施しています。 

 

 



 
 

 

No.１０ ＮＰＯ法人 アスイク（学習支援） 

2011 年東日本大震災の直後に立ち上がり，避難所や仮設住宅で子どもたちの居場所作り

を行いました。活動を通じて，震災以前から拡大していた子どもの貧困が浮き彫りになって

いる現状を目の当たりにしたことで，様々な事業を通し，子どもたちが行きやすい社会を作

るために活動しています。現在は行政と協働し学習・生活支援事業（宮城県，仙台市，岩沼市，

白石市）や要保護児童等見守り強化事業（仙台市，涌谷町），保育園，児童館，フリースクー

ル（ふれあい広場サテライト，たがじょう心のケアハウス）等を運営しています。 

 

 

No.１１ 一般社団法人 日本損害保険協会 東北支部（金融・経済） 

日本損害保険協会では，消費者教育・啓発の取組を推進しており，高校生および小学生向け

に次のプログラムを設けております。ツール提供はいずれも無償ですので，お気軽にご利用

ください。 

 

○【高校生】高校生が大学生へ，さらに社会人になるにあたって知っておきたい身の回り 

のリスクや，その備えなどを学んでいただくために，授業で活用できる教材

（冊子・動画）を無償提供しています。 

 

○【小学生】防災・防犯・交通安全に関する設備等を見て回り，マップにまとめる実践的  

な安全教育プログラム「ぼうさい探検隊」を行っており，文部科学大臣賞など

も設けたマップコンクールも併せて開催しています。 

 

No.１２ 東北福祉大学（出張講座（福祉，介護，教育，医療，看護，防災）， 

ボランティア） 

本学は，社会福祉学科，福祉心理学科，福祉行政学科，教育学科，産業福祉マネジメント学

科，情報福祉マネジメント学科，保健看護学科，リハビリテーション学科，医療経営管理学科

を擁する福祉系大学です。教育・研究はもとより，ボランティア活動等の社会貢献文化活動や

文化活動・スポーツ等の課外活動にも，全学を挙げて取り組んでいます。 

各専門分野（福祉，介護，教育，医療，看護，防災）における高等学校等での出張講義をは

じめ，現代社会を取り巻くさまざまな問題の解決に向けた取組にも力を注いでいますので，

本学の特色・専門性をいかした連携事業や教育活動にご興味があれば，ぜひお問合せくださ

い。 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

No.１３ 東北財務局（財政，金融） 

財務省東北財務局では，難しそうに思える財政や金融を，アクティブラーニングを取り入れ

た授業でわかりやすく解説します。 
 

〇財政教育プログラム 

日本の財政についてわかりやすく解説した後に，生徒がグループワークで理想の日本の

予算を作成し発表しあうことで，「日本の将来」について考える力を育みます。 

〇金融経済教育講座 

社会人として経済的に自立しより良い生活を送るための，お金に関する知識や判断力

（金融リテラシー）を学びます。 

 

No.１４ 尚絅学院大学（出前授業，SDGｓ） 

本学では大学からの教育内容や研究内容の情報発信の一環として地域の高校等を対象に，

出張授業を実施しています。 

児童・生徒等の大学進学の意欲を高める一助として，あるいは学問への興味関心を高め学習

意欲の喚起など学習指導や進路指導の一環として，ご活用ください。 

部門別に開講可能なテーマを用意しています。なお，Zoom などオンラインを使用し，遠

隔での授業実施も承りますので必要に応じてご相談ください。 

http://www.shokei.jp/admission/teacher/ 
 

また，本学ではＳＤＧｓの理念に賛同し，グローバルな視点を持ちつつ，東北の諸課題の解

決に焦点を当てた教育・研究を進め，SDGs の達成に向けて行動する「地球市民」を育てる

ために，様々な取り組みを行っています。 

http://www.shokei.jp/sdgs/ 

 

No.１５ （株）セールスリンク（キャリア・マナー・コミュニケーション） 

当社は，学校向けに「キャリア教育（就業支援や進路講話）」「コミュニケーション講座」 

「マナー講座」「感情マネジメント講座」等の講師派遣を実施しています。 
 

●「アサーション口座」（小学校～高校まで） 

●「ロジカルシンキング」（中学校～高校まで） 

●「ディベート体験講座」（中学校～高校まで） 

●「フェルミ推定トレーニング」（中学校～高校まで） 

●「職場体験前マナー講座」（中学・高校） 

●「就業指導（面接指導：個別・集団」（高校３年生） 

●「進学生徒向け キャリア指導」（高校１年生～） 

●「感情マネジメント講座（アンガーマネジメント等）」 
 

株式会社セールスリンク 

〒９８０－００１４ 仙台市青葉区本町１－１－８－５Ｆ 

ＴＥＬ０２２－３９５－８８４１ ＭＡＩＬ：nanako@sales-link.jp（佐藤なな子） 

 

http://www.shokei.jp/sdgs/
mailto:nanako@sales-link.jp


 
 

 

No.１６ メタウォーター株式会社 

（株）みずむすびマネジメントみやぎ （自然・環境） 

子どもたちに水の循環について学んでいただく機会を，座学と体験の双方で提供します。 

具体的には，自然の大切さや浄水場・下水処理場の仕組みを絡めた水循環の説明後，実際に

水道水をつくるのに使用しているセラミック膜ろ過の実演や，ペットボトルで作った砂ろ過

器で泥水をろ過する実験を行い，「水をきれいに！」を実感してもらいます。 

本機会を通じて，普段当たり前にある水に，興味を持ってもらうことを目指します。 

また，宮城県内の 3 つの浄水場，4 つの下水処理場を管理運営している「㈱みずむすび 

マネジメントみやぎ」（弊社の子会社）のスタッフも参加します。 

ぜひ，出前授業や施設見学等，皆さまのご要望をお聞かせください！ 
 

No.１７ （株）桂設計（建築設計監理・教育） 

創立 58 年となる弊社では，教育施設，庁舎，病院，コミュニティセンターといった 公 

共性のある建物の建築設計監理を数多く手掛け，地域に長く愛されながら利用して頂くこと，

同時に将来を担う子ども達の教育に力を注いでいます。今回，職場体験の受入れ や子どもた

ちが大好きなレゴブロックを使ったレゴ社公認レゴスクールの出前授業， 学校向けプロブラ

ミング教育支援等についてご紹介させて頂きます。 詳しくは，当ブースにお越しください。 

 

No.１８ （一財）言語交流研究所ヒッポファミリークラブ（国際理解，学習支援） 

当クラブは，多世代の仲間達と多言語が自然に育つ環境を作り続け40周年を迎えました。

国際交流活動や「ことばと人間」を自然科学する研究活動も行っております。 

2021 年 3 月には 5 年かけて行われたＭＩＴ，東大，当クラブとの共同研究での「多言語

における脳活動の活発化，重要性」がイギリスの科学雑誌「Scientific Reports」に掲載され

多言語の自然な習得の重要性が裏付けられました。地域の行政，学校と連携した取組では，昨

年度は名取市の尚絅学院大学で「多言語コミュニケーション」授業をオンラインで受け持ち

ました。仙台市内小学校（4 校）での出前授業の依頼もあり，どの年代でも楽しめるような授

業をしています。6/29 に資料を出します。興味のある方はご覧ください。 

 

No.１９ＮＰＯ法人せんだい杜の子ども劇場（子供・芸術） 

当法人はあそびや芸術文化を通して，子どもたちが心豊かに成長できる環境づくりをして

います。 

■主な事業：仙台市の榴岡や新田児童館の指定管理及び，富谷市の成田小や成田東小児童 

クラブの受託事業，芸術文化や自然の体験事業，子育て応援ダイヤル「ママパパライン」

やサロン等の子育ち応援事業。 

■みやぎ教育応援団での支援：児童館や法人事務局での就業体験。子育て支援者のための 

養成講座の講師・指導者派遣。子どもから大人向けの防災エンスショー，遊びや工作のワ

ークショップ等も行います。 

 



 
 

 

  No.２０Last Princess Date Yasuko Project（歴史・志教育・防災） 

Last Princess Date Yasuko Project－「必ず良い風が吹いてくるから」 

 

別れはこんなにもせつないものである”－『ロミオとジュリエット』 

私たちはたくさんのせつない別れを東日本大震災で経験した。 

私たちは復興のために前を向いて歩いてきたが，なかなか結果がでないでいる。 

私たちは，先の見えない旅人のようである。                                                                                                                                                                                                       
 

 同じことが江戸時代にあった。 
 

ラストプリンセス伊達保子もたくさんのせつない別れを経験した女性である。 

彼女は未来へ向かって常に苦難の道を選んだが，彼女は道を切り開いてきた。 
 

私たちは生涯学習でラストプリンセス伊達保子を調査研究しながら，彼女の生き方を多角

的にご紹介しています。彼女の生き方は，私たちに勇気と希望を与えてくれるでしょう。 
 

Last princess Date Yasuko Project 

General Manager 

Atsuko Saito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

No. 幸風房（体験活動）８／８参加予定 

趣味で取り組んでいる「スーパー竹とんぼ」や「凧作り」「折り紙ヒコーキ」などでは，地

域の公民館，あるいは小学校で工作教室の講師として活動しております。 

今の親が手作りで遊ぶことをやらないご時世，子供はもちろんですが，今の親にも楽しんも

らいたいと思ってます。 

ちなみに，令和３年６月に大崎合同庁舎を会場として，「地域活動指導者養成講座」の折り

紙ヒコーキの講師をさせてもらいました。 

 

No. 認定ＮＰＯ法人 防災・減災サポートセンター 

（防災（学習支援））８／８参加予定 

自然災害の発災前の事前防災対策として，地域や学校周辺の防災マップづくりを支援して

います。対象は小学 3 年生～成人（町内会，市民センターなどの講座）です。 

講座は，座学とフィールドワーク，マップのまとめと発表の 3 回シリーズ（各 2 時間程 

度）です。 

このほか，座学だけの自然災害の防災講座（2 時間程度）や，理科教育の支援（地震波実験，

液状化実験など）の出前講座も可能です。 

HP は次の通りです。                                                                                              

https://bousai-support.or.jp/ 

 

No. 気仙沼地方振興事務所県民サービス（金融・経済）８／８参加予定 

キャッシュレス化が進み「お金」が見えにくくなっている今，「お金」の大切さや賢い使い

方を伝える手段のひとつとして，出前講座を利用してみませんか？ 

当センターでは，実際に寄せられた消費生活相談をもとに，未然防止のための心構えや対処

法，賢い消費者になることを目指した各種講座を実施しています。 

【テーマの一例】 

・インターネットトラブル こんな時どうしたら・・ 

・スマホのトラブル その友達は本当の友達？！ 

・お金の使い方 おこづかい帳をつけてみよう！ 

・さがしてみよう くらしの中の「もったいない」 

・親子で作ろう，スマホのルール（親子向け） 

・成年年齢引き下げと消費者トラブル 

・高校卒業までに知っておきたいお金の知識 

 

 

 

 

https://bousai-support.or.jp/


 
 

 

No. 特非放課後こどもクラブ Bremen（学習支援）８／８参加予定 

民間の学童保育所として 10 年間運営してきました。無償の学習支援，インクルーシブ保

育，送迎事業などを行っています。生活の苦しい家庭や保護者が外国人のご家庭のお子さん，

障害をお持ちのお子さんなど，なかなか他の学童保育では受け入れてもらえない子どもたち

も包括できる環境を提供。昨年度は 283 日開設し，延べ 3026 名のお子さんをお預かりし

ました。平成 29 年度からは石巻市放課後子ども教室のコーディネーターも務めています。                                                                                                                 

昨年度は 32 回開催し，延べ 438 名のお子さんが参加しています。今年度は 37 回を計画。

放課後子ども教室は多彩な講師の方々による多様な機会を子どもたちに提供しています。 

 

No.（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 

＜略称ＮＡＣＳ＞（環境，エシカル消費(食品ロス削減他)， 

消費者被害未然防止，製品安全）８／８参加予定 

当団体は，行政（消費生活相談など），企業（OB 含む），消費者団体などで活動している幅

広い経験・知識を有する会員で構成されている公益法人です。特に，消費者教育・啓発，学校

等への出前講座に力を入れ取り組んでおり，成年年齢引き下げ及びインターネットでの消費

者被害未然防止，SDGｓ及びエシカル消費での環境問題や食品ロス削減の啓発などと幅広い

テーマで会員の専門性を活かしています。消費者庁とも協働して啓発教材を作成し実践に活

用したり，食品ロス削減では食品ロス削減推進サポーターの委嘱を受け啓発に取り組んだり

しています。また，SDGｓの推進と食品ロス削減の実践活動としてフードバンクの支援も行

っています。 

 

No.  特定非営利活動法人 Synapse40（福祉・ボランティア，科学， 

体験活動，学習支援）８／８参加予定 

学校教育に永く携わってきた経験を活かして幼保・小・中・高校生・保護者向けの体験活 

動と物品の貸出を提案します。 サ)学習支援分野の「ライフスキル教育」プログラムや薬物

乱用防止教育認定講師として「薬物乱用防止教室」など薬物の危険性を自らアウトプットで

きるようなワークショップ形式の内容です。ク)科学分野での プログラミング教材「PETS」

を使ったストーリー性をもったお題で課題をクリアする内容やプログラミング教育の

micro:bit ファーストセット 100 台(団体保有)の貸出と活用を提案します。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

日本郵便株式会社川崎郵便局（交通・運輸・郵便） PR（資料提供のみ）参加 

日本郵政グループ日本郵便株式会社川崎郵便局は郵政ネットワークの安心，信頼を礎とし

て，お客さま本位のサービスを提供し，地域のお客さまの生活を支援し，社会と地域の発展に

貢献するという経営理念のもと，次世代を担う児童・生徒を対象とした「郵便局見学・職場体

験」の受入れを行っています。 

郵便物の流れや貯金・保険の取扱を見ていただき，社会の仕組みを学ぶための一助となれば

と思います。 

社会と地域への貢献のため，今後も様々な取組を行ってまいりますので，引き続きどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

株式会社 東京証券取引所（金融・経済） PR（資料提供のみ）参加 

東京証券取引所は，『出前授業』（現在はオンライン授業）と，東証アローズの『受入れ見学』

を行っています。 

 

『オンライン授業』は，東証アローズをオンラインで見学し，刻々と変わる株価を見ること

ができ，質問をすることも可能です。小学生には，「株式会社と私たちの暮らし」，中高生には，

「株式会社のしくみ」などをテーマに，経済・株式について正しい金融知識を身につけてもら

うことを目指します。また，「キャリア教育」としても活用でき，職業講話や，親子で一緒に

学ぶことも可能です。 

 

『受入れの見学』は，修学旅行のグループ活動で活用をされています。ご検討ください。 

（宮城県内 2019 年度 21 中学校２２９名） 

 

NPO 法人スペシャルオリンピックス日本・宮城 

（スポーツ・運動・教育） PR（資料提供のみ）参加 

スペシャルオリンピックス日本・宮城（以下 SON・宮城）は，知的障がいの有る方たちに

日常的なスポーツプログラムを提供する活動を行っている国際的組織です。 

SO は全国 47 都道府県全てに地区組織があり，SON・宮城は全国で 6 番目に設立されま

した。日々ボランティアの方々に支えられながら活動をしており，12 競技のスポーツプログ

ラムを開催しております。また，常時ボランティアの方を募集しております。 

現在はコロナ感染症予防として検温・手洗い・消毒などの感染予防対策を行い，時間や人数制

限しながらの活動を継続しております。 

競技のボランティアは，その競技経験が無くても参加できますので，興味のある方はぜひご

連絡下さい。 

 

 

 


