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へのご協力ありがとうございま

２０１２年度中学校２年生職場

学習としての職場体験

へのご協力ありがとうございま

２０１２年度中学校２年生職場

●普段とは全く違った環境で5日間過ごすという経験は、なかなか簡単に出来ることではなく、
とても有意義なものだと思います。いつもと違い気を張っていたのか、きびきびと支度をし
ている姿はたくましいと感じ嬉しくなりました。ありがとうございました。
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●職場体験の期間が5日間あると聞いて、はじめは長いなと思いましたが、終わってみると5日
間ぐらいなければその場のことが理解できないだろうなと思い、妥当な日数だと思いました。
朝の通勤ラッシュ、時間の管理、働くということ、すべてがとても良い経験になりました。
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●将来のことについて考える時間をとることができました。嫌なこともちゃんとやること
は自分のためになると思いました。
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●予想以上に大人はつらい仕事を毎日子どものためにやってくれていることがわかった。
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●この職場体験を通して仕事の大切さ、人間関係等々を知る、中学生にとって有意義
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生職場体験事業は︑次のと

●短い体験ではありましたが「働く」ということの厳しさ、責任感などを少しは感じることがで
きたのではないかと思います。受け入れてくださった職場の方々はご苦労が多かったと思い
ますが、貴重な経験の場を提供して頂いたことに感謝しています。ありがとうございました。
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職場体験のねらい

●仕事に行くより学校で勉強するほうが大変だと思っていたけど、仕事の方が大変でし
た。相手とのコミュニケーションや挨拶、礼儀などいろいろなことを学べて大変だった
けど、達成感を感じることができ、やってよかったです。
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▲書店で本にタグをつけている様子

●仕事に対して何も先入観のない真っ白な状態で体験に来てくれるので受け入れる
側も触発され、とてもよい刺激になります。また、地元の中学生ともこんな形で関
11
わりあえることはとても望ましいです。
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2012 年度町田市中学校 2 年生職場体験事業にご協力いただいた事業所様は次のとおりです。
受け入れのご協力ありがとうございました。（敬称略・50 音順）
園／鶴川サナトリウム病院／鶴川シオン幼稚園／鶴川女子短期大学附属 鶴川幼稚園／学校教育部
ＮＰＯ法人あ・うん ぱん工房ほろほろ／(株)アイ・トピア／(福)愛育会 赤ちゃんの家保育園／(福)愛
鶴川第一小学校／学校教育部鶴川第二小学校／学校教育部鶴川第三小学校／学校教育部鶴川第四
恵会乳児院／学校教育部相原小学校／相原ブルーベリー農園／(学)相原保善学園 相原幼稚園／Ｎ
小学校／生涯学習部鶴川図書館／ＮＰＯ法人鶴川にケアセンターを作ろう会 ケアセンターつくしん
ＰＯ法人相原やまゆり会／(株)あおい書店 町田店／AOKI 橋本店／青山学院大学 相模原事務局／
ぼ／つるかわ保育園／鶴川若竹幼稚園／学校教育部鶴間小学校／(株)ティエムスポーツ／デイ
赤い屋根／(株)曙 忠生工場／朝日土地建物(株)／アズビルあんしんケアサポート(株) デイサービス
サービス鶴川／デイサービス鶴のさと／デイサービスふれあいルーム／(株)デイワイ 三井のリ
かたくりの里町田忠生／アズビルあんしんケアサポー
ト(株) デイサービスかたくりの里町田木曽／
以上、各事業所様の多大なるご支援ご協力のもと、町田市中学生職場体験は、大きな事故もなく無事に終了することができました。
フォーム町田中央店／デニーズ 町田大蔵店／(有)テニスピア ジュエ／デリシャス／(株)でんかのヤ
ＮＰＯ法人アットホーム／あとりえるぽ／アバロンヒルサイドファーム(株)／(株)アベ企画／(有)阿
事業所様のご協力とご理解に厚く感謝を申し上げます。
マグチ／天ぷらてんてん／(有)天神屋／天忠／(株)東急ストア つくし野店／(株)東急ストア 南町田
部満留賀／(有)アミ（Hair&Makeアミ）／ＮＰＯ法人アミティ町田
「けやき」／アミプロモーション(株)
店／東京家政学院大学／東京工業大学／東京航空計器（株）／東京コカ・コーラボトリング(株) 町
／荒江紙器(株)／(福)蘭会 木曽保育園／アルバーロ動物病院／(株)アンファンネージュ／(株)イー
2013 年度におきましても、引き続きご支援をくださいますようお願いいたします。
田営業所／東京都西赤十字血液センター町田出張所／東京都南多摩東部建設事務所・東京都町田
グル建創／いいだや／イオン（株） 新百合ヶ丘店／(有)いくた食品／生韻園／(株)池商／いこいの
都税支所／東京トヨタ自動車(株) ＣＡＲステージ町田／東京トヨペット（株） カーテラス南大沢店／
湯 多摩境店／(有)石阪石油／(株)いちのや／１０９シネマズ グランベリーモール／(福)一穂会 成
東京都立野津田高校 経営企画室 施設管理／東京ビジネス外語カレッジ／(学)東京町田学園 町田・
瀬南野保育園／(福)一穂会 ねむの木保育園／(株)イヅミ建築設計事務所／(株)イトーヨーカドー 相
デザイン専門学校／(福)東香会 成瀬くりの家保育園／建設部道路管理課／建設部道路整備課／建
模原店／(株)イトーヨーカドー 南大沢店／(有)井上糀店／イリーゼ町田井の花デイサービスセン
設部道路補修課／特別養護老人ホーム サルビア荘／特別養護老人ホーム 福音の家／特別養護老
ター／(株)ウィズ 成瀬店／(福)ウィズ町田なないろ／ウエルシア薬局 町田忠生店／(株)魚儀／(株)
人ホーム 町田誠心園／特別養護老人ホーム わかたけ青葉／ドコモショップ小田急町田駅前店／ド
咲酒屋 総本家／NAスポーツクラブA－１ 町田店／(株)エフエムさがみ／企業組合 エム・アール・
コモショップ町田店／都市型保育園ポポラー東京成瀬園／としの助産院／ＤＯＧ＆ＣＡＴ ジョー
シーサービス／(株)エルメック／桜美林幼稚園／ＮＰＯ法人桜実会 デイサービス玉川学園／ＮＰＯ
カー 南町田店／魚屋路 鶴川店／魚屋路 町田木曽店／(株)富澤商店／トヨタ西東京カローラ(株) 鶴
法人桜実会 デイサービス南大谷／(株)大宇根建築設計事務所／大蔵学童保育クラブ／学校教育部
川店／トヨタ西東京カローラ(株) ボディショップ町田／トヨタ西東京カローラ(株) 町田小山店／トヨ
大蔵小学校／ＯＫストア 町田小川店／ＯＫストア 南大沢店／(株)大沢園／子ども生活部大地沢青
タ西東京カローラ(株) 町田南店／(株)ナイトウ／(学)中島学園 きそ幼稚園／中溝 章雄／長峰製茶
少年センター／大戸のびっ子学童保育クラブ／オールドヒッコリー 境川店／(福)愛の鈴「おかしの
(株) 町田根岸店／なごみ保育園／学校教育部七国山小学校／ＮＰＯ法人菜の花まちだ／学校教育
家」／(株)岡直三郎商店／学校教育部小川小学校／小川幼稚園／小田急商事(株)ＯｄａｋｙｕOX 玉
部成瀬台小学校／成瀬台幼稚園／成瀬中央あおぞら学童保育クラブ／学校教育部成瀬中央小学校
川学園店／小田急商事(株)ＯｄａｋｙｕOX 新百合ヶ丘店／(株)小田急トラベル 町田旅行センター／
／Ｎｏ．９／にじいろ保育園サクセス町田／(株)西東京マツシマ／(有)日海センター／(株)ニック／
(株)小田急百貨店 町田店／おひさま共同保育園／(有)オフィスタナカ スピニングガレージ／子ども
日産プリンス西東京販売(株) 忠生公園店／日産プリンス西東京販売(株) 町田鶴川店／日本ゼトック
生活部小山ヶ丘学童保育クラブ どんぐり／学校教育部小山ヶ丘小学校／学校教育部小山小学校／
(株) 相模原事務所／日本トイザらス(株) トイザらス・ベビーザらス 町田多摩境店／日本マクドナル
小山田学童保育クラブ／小山田高齢者在宅サービスセンター／学校教育部小山田小学校／いきいき
ド(株) 中央林間店／日本マクドナルド(株) 町田グランベリーモール店／日本聾話学校幼稚部／ＮＰ
健康部小山田ふれあい桜館／学校教育部小山田南小学校／小山中央学童保育クラブ コスモ／学校
Ｏ法人にろくの会 「まちの駅ぽっぽ町田」／ハウスショップ／(株)バク建築設計事務所／パシオス
教育部小山中央小学校／おりづる苑せりがや／おりづる苑 もりの／オンザウェイ／開進幼稚園／
町田森野／ハタフラワー(株)／(学)八王子学園 多摩なかよし幼稚園／(株)ＣＦＳコーポレーション
柿の実学園 夢の森幼稚園／学校教育部学務課／(株)華月／(有)カコトリミングスクール・カコ動物
ハックドラッグつくし野駅前薬局／(株)ＣＦＳコーポレーション ハックドラッグ本町田店／(株)ＣＦＳ
看護学院／(有)河西工業／(福)合掌苑 合掌苑翠の杜／(福)合掌苑 特別養護老人ホーム合掌苑桂寮
コーポレーション ハックドラッグ町田小山店／八昭印刷(株)／(有)ハッピー商会／花屋四季／(有)
／(有)カトウファーム／(有)角松屋 サザンゴルフガーデン／金井学童保育クラブ／学校教育部金井
浜名屋精肉店／はやかわ美容室／(有)ハラダ造園／パワービルダー Bee Racing／パンの木／
小学校／神奈川東部ヤクルト販売(株)／生涯学習部金森図書館／カナリヤ幼稚園／Café LaLaLa
(有)PD＆ホットポット ロプチュー紅茶玉川学園店／BBC＆Sもりの 森野整骨院／東平ひまわり保育
kitchen／神蔵学園 町田こばと幼稚園／河合 析彦／(有)河原本店／(株)関東マツダ 町田鶴川店／
園／東淵野辺デイサービスセンター／(有)光介護サービス／ひかりの子保育園／光の原保育園／光
関東三菱自動車販売(株)東名町田店／(株)カンパーニュ 町田小山店／議会事務局／ききょう保育園
幼稚園／ｐｉｇ ｖｅｇｅ／(株)久美堂 小田急店／(株)久美堂 本店／(株)久美堂 本町田店／(株)久美
／学校教育部木曽境川小学校／生涯学習部木曽山崎図書館／北島バラ園／合同会社 Gallery ａ／
堂 四丁目店／ビジネスコンサル＆コーディネートオフィス／１００えんハウスレモン 町田店／
(医社)久和会 老人保健施設 マイライフ尾根道／学校教育部教育総務課／(株)協栄スイミングクラ
ビューティータナカ 小田急百貨店町田店／(株)ヒューマンデザイン (音楽座ミュージカル/Rカンパ
ブ 町田／町田市立屋内プール 指定管理者 （株）協栄／協英印刷工業（株）／(有)京南／業務スー
ニー)／美容室 コケット／美容室 SUIT／美容室 BJコケット／美容室 from JE 玉川学園店／美容室
パー 町田図師店／協立電工(株)／(株)清林／きらら訪問看護ステーション／(有)くさなぎ酒店／ク
HOP.J／美容室 セレサ／美容室 ヒットスタジオ／ひよこ保育園／(株)平野屋金物店／平本商事(株)
ラフト工房 La Mano／クラフトハートトーカイ 青葉台店／(有)蔵家／(株)グランダ町田／(株)クリ
／広瀬 久平／(株)ファミリーマート 中里森野店／(株)ファミリーマート 八王子堀之内店／(株)ファ
エイト エス・ディー 相模原淵野辺本町店／(株)クリエイト エス・ディー 町田山崎店／(株)栗原／グ
ミリーマート 原町田四丁目店／(福)福音会 通所介護施設まちだケアセンター／学校教育部藤の台
ループホーム悠々園Ⅱ／グループホームあおぞら／グループホーム花水木／(株)クレコオ／ケアセ
小学校／子ども生活部藤の台ポケット組学童保育クラブ／ブラウニー／(有)フラットターフ／(株)
ンター木曽山崎／(福)敬愛学園 多摩境敬愛保育園／敬愛桃の実保育園／(福)景行会 草笛保育園／
プランディット／(株)プリンシパルホーム／いきいき健康部高齢者福祉課 ふれあいいちょう館／ふ
(福)景行会 クローバー保育園／慶松幼稚園／医療法人慶泉会 町田慶泉病院／ケーズデンキ 横浜
れあい町田ホスピタル／フレーバー／福祉レストラン「フレンズ」／(有)ヘア・ルーツ／ヘアーラン
町田インター店／(福)月峰会 特別養護老人ホーム 杏林荘／(株)ケンコー・トキナー／(学)小磯学園
ド アポロ／Hair＆Esthe Garden／(有)ベッカライ麦畑／ペットサーブ動物病院／ペットサロン ふぁ
たけのうち幼稚園／(株)幸栄舎／高ヶ坂ふたば保育園／高ケ坂幼稚園／(株)こうげい／建設部交通
みりあ／ペットフォレスト アメリア町田根岸店／ペットフォレスト 多摩境店／(株)ベネッセコーポ
安全課／(福)香楓会 小野路保育園／(福)香楓会 小野路保育園第一分園／(株)弘文堂／(医社)公明
レーション 中学生事業部／(有)ベルテック／ヘルパーステーション相原 デイサービスセンター／
会 デイケアだんけ／(医社)幸隆会 多摩丘陵病院／(福)光琳会 こうりん保育園／高齢者グループ
(福)ボア・アルモニー町田 児童デイサービス ボワ・コンサール／市民部防災安全課／法政大学 学
ホーム 光の園町田／生活協同組合コープとうきょう ときわ店／生活協同組合コープとうきょう ミ
生生活課・多摩ボランティアセンター・多摩図書館／(福)芳美会 花の木保育園／BALL PARK／学
ニコープ成瀬店／生活協同組合コープとうきょう ミニコープ 鶴川店／国際興業(株) 町田ドライ
校教育部保健給食課／ほさか動物病院／(有)細野自動車 スズキ町田販売／ぽっぽの森保育園／ホ
ヴィングスクール／(株)国際卓球 町田店／文化スポーツ振興部国際版画美術館／国士舘大学 町田
テル ザ・エルシィ町田／ホテル&レストラン 青葉台フォーラム／ホテル新宿屋／ホテルラポール
キャンパス／文化スポーツ振興部国体推進課／小島 寔／コストコホールセールジャパン(株) 多摩
千寿閣／ホテルラポール千寿閣 町田ボウリングセンター／(有)本家 鮨忠 ／学校教育部本町田小
境店／子ども育英協会 キッズファミリー／子ども生活部子どもセンターつるっこ／子ども生活部子
学校／学校教育部本町田東小学校／マキシムナカイ座間店／町田あいす工房ラッテ／町田相原郵
どもセンターばあん／子ども生活部子どもセンターぱお／(福)こどもの国協会／子どもの森保育園
便局／(福)まちだ育成会 かがやき／(福)まちだ育成会 こころみ／町田イタリアン ルーチェ／町田
／子どもの森幼稚園／こばと保育園／(株)コバヤシ精密工業／こひつじ保育園 本園／コメダ珈琲
おもちゃの図書館／町田かたつむりの家／(協)町田給食センター／町田警察署／町田公共職業安定
町田鶴川店／近藤医院／サークルK本町田南店／境川幼稚園／生涯学習部堺図書館／(有)酒舗まさ
所／町田こひつじ幼稚園／介護老人保健施設 町田さくらんぼ／子ども生活部町田市子ども発達セ
るや／(株)サガミチェーン サガミ町田根岸店／相模原ドルフィンクラブ／坂本通信(株)／サカモト
ンター すみれ教室／地域福祉部町田市障がい者福祉センター ひかり療育園／都市づくり部 町田
ベーカリー／さふらん幼稚園／サミットストア町田旭町店／生涯学習部さるびあ図書館／サレジオ
市営 下小山田苗圃管理組合／町田市子どもクラブ ころころ児童館／町田市資源(協)／(福)町田市
工業高等専門学校／(有)SALON・DE・KOU／環境資源部3R推進課／(医社)三医会 鶴川記念病院／
社会福祉協議会 学童21保育クラブ／(福)町田市社会福祉協議会 金森学童保育クラブ／(福)町田市
(福)賛育会 清風園／(株)サンオータス オリックスレンタカー 町田駅前店／サンクス 町田小野路町
社会福祉協議会 木曽学童保育クラブ／(福)町田市社会福祉協議会 木曽境川学童保育クラブ／(福)
店／サンシティ町田／老人保健施設 サンシルバー町田／(福)三泉会 井の花保育園／(福)三泉会 ゆ
町田市社会福祉協議会 高ヶ坂学童保育クラブ／(福)町田市社会福祉協議会 すまいる学童保育クラ
うき山保育園／(株)サンデリカ町田事業所／サンドーレ 小川店／(株)三徳 本町田店／サンピアイン
ブ／(福)町田市社会福祉協議会 竹ん子学童保育クラブ／(福)町田市社会福祉協議会 鶴川第四学童
オアシス／(医社)三友会 あけぼの病院／(株)サンリオ ディストリビューションセンター／サンリツ
保育クラブ／(福)町田市社会福祉協議会 鶴間ひまわり学童保育クラブ／(福)町田市社会福祉協議
オートメイション(株)／(株)三和 アメリア三和 町田根岸店／(株)三和 小川店／(株)三和 小山田店／
会 七国山学童保育クラブ／(福)町田市社会福祉協議会 なんなる学童保育クラブ／(福)町田市社会
(株)三和 金井店／(株)三和 木曽店／(株)三和 子供の国店／(株)三和 境川店／(株)三和 栄通り中町
福祉協議会 野津田学童保育クラブ／(福)町田市社会福祉協議会 藤の台学童保育クラブ／子ども生
店／(株)三和 相模大野店 ／(株)三和 忠生店／(株)三和 玉川学園店／(株)三和 つくし野店／(株)三
活部町田市青少年施設 ひなた村／町田自然幼稚園／町田市美術工芸館／(福)町田市福祉サービス
和 鶴川団地店／(株)三和 鶴川店／(株)三和 中町店／(株)三和 奈良北店／(株)三和 西橋本店／
協会 つくし野デイサービスセンター／(福)町田市福祉サービス協会 デイサービスコモンズ／(福)町
(株)三和 八王子みなみ野店／(株)三和 東林間店／(株)三和 東林間西口店／(株)三和 フードワン田
田市福祉サービス協会 特別養護老人ホームコモンズ／町田市文化・国際交流財団（町田市民ホー
奈店／(株)三和 フードワン多摩境店／(株)三和 フードワン八王子堀之内店／(株)三和 フードワン淵
ル・町田国際交流センター）／町田市民病院総務課／生涯学習部町田市民文学館ことばらんど／町
野辺店／(株)三和 フードワン森野店／(株)三和 フードワン矢部店／(株)三和 堀之内店／(株)三和
田商工会議所／町田消防署／(株)まちだ商連／町田市立大蔵保育園／町田市立金森保育園／町田市
山崎店／(株)三和 若葉台店／(株)シー・エス・シー／JA町田市 育苗センター／(有)ジェーイー カッ
立こうさぎ保育園／町田市立総合体育館 指定管理者 日本テニス事業協会共同企業体／町田市立本
トインJ・E／町田市農業協同組合（ＪＡ町田市） 忠生支店／(福)紫苑の会 シャロームの家／財務部
町田保育園／町田市立町田保育園／町田市立森野三丁目保育園／町田市立森野保育園／町田市立
資産税課 ／総務部市政情報課／(株)志成データム／自然学童保育クラブ／自然食品 明日葉／しぜ
山崎保育園／(福)町田市福祉サービス協会 わかば保育園／町田すみれ幼稚園／町田生活実習所／
んの国保育園／学校教育部指導課／老舗ひじかた園／ジブラルタ生命保険(株) 町田第一支部／
障害者支援施設 町田荘／学校教育部町田第一小学校／学校教育部町田第二小学校／学校教育部町
(有)シマテック／(株)しまむら ファッションセンターしまむら 山崎店／(福)清水地域福祉奉仕会 老
田第三小学校／学校教育部町田第四小学校／学校教育部町田第五小学校／学校教育部町田第六小
人デイサービスセンター おやどり／(有)志村商店 萬蔵そば尾張屋／ジャパンウェルネスサービス
学校／町田調理師専門学校／町田天満宮／町田東急ツインズ GAP／町田ときわ保育園／町田ひま
サレジオ高専食堂／公立大学法人 首都大学東京 南大沢キャンパス／生涯学習部生涯学習総務課
わり整骨院／町田ひまわり幼稚園／(学)町田美容専門学校／(株)町田双葉／町田文化幼稚園／町田
／下水道部下水道総務課／上新電機(株) つるかわ店／乗馬クラブ・クレイン東京／助産院 バース
南保育園／町田模型舎／町田ローンテニスクラブ／(株)松田設備／(有)マリー トラットリア マリー
あおば／(株)シロヤマ 町田小山サービスステーション／(有)新星舎印刷所／(株)新横浜ラーメン博
／(株)マルエツ 町田鶴川店／(株)マルエツ 鶴川店／(有)丸富 ウェルグラスゴルフピア／(株)三澤
物館／(株)スーパーヤマザキ 鶴川店／(株)末吉商会／スガナミ楽器(株)／すぎのこ保育園／(株)ス
開発／ＮＰＯ法人みずきの会 在宅介護総合サービス かいこ家／ミスタードーナツ 鶴川駅前ショッ
クール用品 ナカムラ 淵野辺店／学校教育部図師小学校／(株)鈴木工務店／スターバックスコー
プ／(株)三越産業／三菱電機(株） 半導体・デバイス業務統括部相模事務所／みどりの森保育園／
ヒー 鶴川店／(株)スペース・デザイン研究所／スポーツゾーン ZIP ゴルフアリーナ／スポーツゾー
南大沢警察署／子ども生活部南大谷学童保育クラブ／学校教育部南大谷小学校／南ヶ丘幼稚園／
ン ZIP テニスアリーナ／(福)ボワ・すみれ福祉会 花の郷／すみれ保育園／生活彩家 町田市役所店
学校教育部南第一小学校／学校教育部南第二小学校／学校教育部南第三小学校／学校教育部南第
／(医社)正志会 南町田病院／(株)西友 町田店／正和幼稚園／(有)セキヤスポーツ／SEPIA CAFÉ
四小学校／学校教育部南つくし野小学校／学校教育部南成瀬小学校／(福)南町田ちいろば会 特別
／セブンイレブン町田鶴川駅前店／(株)セリア 町田小山店／(株)ゼルビア （ゼルビア フットサル
養護老人ホーム みぎわホーム／ミニストップ 小川２丁目店／ミニストップ 町田矢部店／(株)みら
パーク）／選挙管理委員会事務局／(株)ゼンショー すき家 16号相模原橋本店／セントラルウェル
い／みらい保育園／三輪あいこう保育園／学校教育部三輪小学校／三輪保育園／村山接骨院／
ネスクラブ成瀬／(株)総合環境分析／総合福祉ツクイ鶴川東／総合福祉ホーム芙蓉園／(医社)創生
(株)メガスポーツ スポーツオーソリティ西橋本店／(株)メディカルラボ／モーヴァン 乗馬クラブ／
会 町田病院／そうてつローゼン成瀬店／そうてつローゼン薬師台店／総務部総務課／(福)創和会
もみの木保育園／森工房／子ども生活部森野学童保育クラブ／焼肉 志も川／(福)やすらぎ会 桜台
ケアセンター成瀬 デイサービス／(福)創和会 地域密着型特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・
保育園／学校教育部山崎小学校／山西農園／山ゆり幼稚園／(福)友愛十字会 友愛荘／YOUTH町田
暖家／そば処満屋／そよかぜ学童保育クラブ／(福)空 アールフィールド／第一富士幼稚園／(株)ダ
／(福)悠々会／有料老人ホーム ばらの庄／ＮＰＯ法人湧和／ユニケ保育園／ユニディ 若葉台店／
イエー グルメシティ町田店／第二清風園／第二わかくさ保育園／タイヤ館 成瀬／(有)たいらや
(福)湯舟共働学舎／養護老人ホーム 合掌苑／幼体連スポーツクラブ／(福)揺籃会 町田わかくさ保
ファミリーズ／(福)高枝会 高ヶ坂保育園／たかね保育園／たかね第二保育園／(株)タカハシ ビバ
育園／(株)横浜黒川スポーツ ギャラリー２ 町田店／らーめん専門店小川 本店／(株)ライフサポー
リータカハシ店／多機能型事業所 原町田スクエア／忠生学童保育所 なかよしクラブ／市民部忠生
トめぐみ／ラケットショップ フジ 町田店／ラトーナ 石窯工房 アメリア町田根岸店／リアンレーヴ
市民センター ／学校教育部忠生小学校／学校教育部忠生第三小学校／(有)タツミ設備工業／谷口
町田／(株)リサシステム／理想科学工業(株) ／リバストン工商(株)／理容IWASAKI／(株)龍美 ハッ
動物病院／ＮＰＯ法人 保育園 種まく人／玉川学園増田屋／玉川さくら保育園／玉川中央幼稚園／
ピードリーム鶴間／(福)龍美 南つくし野保育園／菱明ロイヤルライフ(株) ロイヤルライフ多摩／le
多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンター／多摩美術大学／多摩南生活クラブ生活協同組合
jardin 古淵店／Loop for hair／RAYMOND
（レイモンド美容室）
／(福)蓮倫会 小山保育園／(福)蓮
多摩総合センター／(株)田原屋 パシオス アメリア町田根岸店／(福)竹清会 特別養護老人ホーム美
（敬称略・50
音順）
倫会 サンフィール保育園／老人グループホーム 陽だまりの家町田／ローソン すずかけ台店／ロー
郷／(福)地の星／子ども生活部中央学童保育クラブ／生涯学習部中央図書館／(株)銚子丸 鶴川店
ソン 町田金井町店／ローソン 南成瀬一丁目店／ＮＰＯ法人ワークショップハーモニー 町田市フォト
／(医)直源会 相模原南病院／通所介護デイサービス ゆらり／(福)つくし会 田園保育園／つくし野
サロン／(株)若葉堂／(株)和広／わんぱく学童保育クラブ
学童保育クラブ／学校教育部つくし野小学校／つくし野天使幼稚園／(有)つくし野マロン／
（ご協力いただいた事業所名のご紹介に誤記や洩れがございましたら深くお詫び申し上げます。）
TSUTAYA 小田急町田駅北口店／土屋自動車(株)／(福)つぼみの家 町田ゆめ工房／(福)つるかわ学

2012 年度町田市中学校 2 年生職場体験事業にご協力いただいた事業所様は次のとおりです。
受け入れのご協力ありがとうございました。

以上、各事業所様の多大なるご支援ご協力のもと、町田市中学生職場体験は、大きな事故もなく無事に終了することができました。
事業所様のご協力とご理解に厚く感謝を申し上げます。
2013 年度におきましても、引き続きご支援をくださいますようお願いいたします。

