進路だより

県立向の岡工業高等学校 定時制総合学科
学習支援グループ 平成 29 年 06 月 16 日発行（第 50 号）

【全年次】

追加情報 行政機関インターンシップ受け入れ
県行政機関のインターンシップ受け入れ先一覧が届きました。提出期限が迫っていま
す。希望する生徒は速やかに申し出てください。
なお、一昨年度には教育局のインターンシップに２名の生徒が参加しました。
提出期限：平成 29 年６月 19 日（月）21 時 20 分締め切り
申込用紙：希望する生徒に学習支援グループから申込用紙を配付します。
県行政機関等受け入れ先一覧
整理
番号

施設名

時期

受入
人数

内容・条件等

備考

302

子ども支援課

８月23日、24日、25日の３日間

２名

８月24日（木）実施の県民フォーラムに関する事前打ち合
わせ、当日の運営・進行手伝いなど

304

かながわ県民活動サポート
センター

８月２日(水)〜４日(金)の３日間

１名

ボランティアサロン運営業務の補助

ボランティア活動に関心のある方

科学部で実施する事業･イベント等の準備、アシスタント、
参加体験等

実施日は土曜日･日曜日･祝日の場合あり。
11月以降は、県内の勤務地に直接集合とな
る。
実施日は期間中の３〜５日間を、相談の上

子どもの貧困対策に関心があることが必須

308

7/18〜8/27のうち３〜５日間
県立青少年C科学部科学支
11/18,11/19,12/16,1/13,1/21,2
援課
/3,2/17のうち可能な日

503

畜産技術センター

507

水産技術センター内水面試
験場

508

水産技術センター相模湾試
験場、西部漁港事務所

601

厚木保健福祉事務所

603

さがみ緑風園

7月26日〜7月27日の2日間

605

動物保護センター

7月24・25日,7月26・27日,7月31
日・8月1日,8月2・3日の4回

606

鎌倉保健福祉事務所

８月３日（木）

２名

午前：海岸巡視
午後：食品衛生責任者講習会の運営補助

804

県土整備局営繕計画課

８月のうち２日間
（要相談）

２名

公共建築関連業務及び県有施設の電気設備保守点検業 電気専攻の方、作業服等持参、出先機関へ
務等の就業体験
の出張あり

805

横須賀土木事務所

８月のうち３日間

通年（応相談）
8月21日〜25日のうち２日間
夏季休業期間（７月、８月）のうち
３日間
秋・冬期間 （9月〜3月）のうち３
7月31日(月)〜8月2日(水)の３日
間

１０名

２名以内 家畜の飼養管理

作業着持参、事前に日程調整など打合せを
行います。

２名

魚類への給餌と観察、飼育等

２名

神奈川県の水産業振興の取組みの状況( 水産関係の調 水産業に興味のある生徒、作業着等持参、
査研究実習、小田原漁港・海岸の管理・工事の事務補助 ) 要事前打合せ

１名

各課事業説明、行事等の準備、参加、事務補助等

３名

身体障害者の日中活動における支援

1回に付
犬猫の飼養管理業務、夏休み飼育体験教室補助
き2名

３名程度 道路・河川等の維持管理、都市基盤の整備

動物のアレルギーが無いこと
昼食及び作業着持参

作業着持参

２名

土木事務所業務の概要研修、また、平塚市、秦野市、伊
勢原市、大磯町、二宮町内における道路・公園・河川・海
岸・急傾斜地等の工事現場見学など

土木・建築工学専攻の方が望ましいが、建
設事業全般やまちづくりに強く関心のある学
生であれば可。
作業服を持参してください。

２名

・厚木土木事務所における道路事業、公園事業、河川事
業の説明及び 現地見学
・リニア中央新幹線推進事務所の説明、現場見学

作業着持参

夏季休業期間(７月、８月）のうち３
日間

２名

道路･河川・砂防事業等の事業説明、現場体験研修

作業着持参。日程については、他のインター
ンシップ参加希望者と日程調整の上決定しま
す。

小田原土木センター

８月1日〜３日の３日間

２名

道路、河川、砂防等の事業説明、現場見学

作業着持参

横浜川崎治水事務所

７月24日(月)〜８月４日(金)のうち
３日間

１名

河川維持設備工事、急傾斜地崩壊対策工事、公園整備工 土木工学関連学科専攻者が望ましい。作業
事の実務
服等持参。

1101 相模原水道営業所

夏季休業期間（7月、8月）のうち２
日間

２名

水道施設の見学、事業内容の説明や現場等の実習により 土木コースを専攻する生徒を希望、作業服
就労体験を行う。
持参。

1102 相模原南水道営業所

7月24日〜8月4日のうち２日間

２名

水道施設の見学、事業内容や業務内容の説明や現場等
の実習により就業体験を行う。

1103 津久井水道営業所

7月24日〜28日のうち２日間

夏季休業期間（7月、8月）のうち２
日間

806

平塚土木事務所

807

厚木土木事務所、リニア中央 ７月24日〜31日のうち３日間（平
新幹線推進事務所
日）

808

県西土木事務所

809
810

土木コースを専攻する生徒を希望、作業服
持参。

水道事業の概要、水道料金の仕組み、水道施設・工事現
作業着等持参
2名程度 場及び営業所窓口の見学や実習等水道営業所全般の就
土木職志願者又は事務職志願者
業体験。

1104 藤沢水道営業所

7月28日〜8月2日のうち２日間

1名

水道施設の見学、業務内容の説明や現場等の実習による
作業着持参
就業体験

1105 茅ヶ崎水道営業所

7月24日(月)〜7月25日(火)の２日
間

1名

水道施設の見学、工事現場等での実習による就業体験を
着替え、帽子、作業着、飲料等持参
行う。

1106 平塚水道営業所

夏季休業期間中のうち２日間

1名

水道施設の見学、事業内容の説明、現場等の実習により 土木コースを専攻する生徒を希望。作業服
就業体験を行う。
持参。

1107 厚木水道営業所

7月24日〜7月31日のうち２日
程度
(土・日を除く)

1108 寒川浄水場

要相談

２名程度

水道事業の学習をはじめ、水道営業所内業務や水道施設
工事現場での実習等による就業体験を行う。

３名

浄水処理業務、施設の維持管理実務体験

作業服持参

1109 相模川水系ダム管理事務所 7月20日〜22日の３日間

３名

ダムの維持管理・監視業務、施設の巡視等

作業服持参、土木、電気又は機械コース専
攻
気象状況により日程変更の可能性有

1110 酒匂川水系ダム管理事務所 ７〜8月のうち２〜５日間

２名

ダム施設の維持管理業務全般、ダムの水運用及び監視
業務

1111 相模川発電管理事務所

８月14日（月）〜８月25日（金）の
うち３日程度

２名

水力発電所における保守業務、現地試験業務、遠方監
視・制御業務の就業体験

電気コース専攻、作業服持参、急傾斜の階
段昇降あり

1501 神奈川県警察

８月1日〜８月２日のうち１日

30名

鑑識体験や本部施設見学等

将来警察官を希望している方
警察の仕事に興味のある方

1701 教育局

８月２日(水)〜８月４日(金)の３日
間

1名

事務補助、資料整理、ﾃﾞｰﾀ入力、集計など

特になし

1702 教育局

８月１日〜８月４日の４日間

1名

講習会運営補助、郵便物整理、パソコン入力作業、文書
発送作業補助等

初歩的なパソコン操作ができることが必要で
す。
比較的人数が多い（40人）職場です。

1703 教育局

７月24日（月）〜７月28日（金）の５
日間

2名

高校教育に係る文書整理、データ入力など

1704 教育局

７〜８月のうち３日間

1名

データの集計作業、研修運営の補助など

エクセル、ワード操作の基礎知識

1705 教育局

8月3日〜4日の2日間

１名

アンケート集計、パソコン入力作業等の事務補助。

特になし

1706 湘南三浦教育事務所

８月７日〜９日の3日間

3名

資料の印刷、綴じ込み、アンケート等の集約、研修会の受
Wordを使っての文書作成
付 など

1707 県央教育事務所

7月21日〜7月27日の土日を除く５
日間

2名

教員研修講座等の準備に係る用務
（資料印刷・製本・会場準備・後片付け 等）

1708 中教育事務所

８月２日〜４日の３日間

1名

資料の印刷、綴じ込み、アンケート等の集約、研修会の受
付 など

1709 県西教育事務所

８月２日〜４日の３日間

1710 金沢文庫

８月４日(金）〜６日（日）

1711 近代美術館

８月１日〜４日のうちの希望日
(1日〜４日間）

４名

美術館における様々な業務（学芸、図書、警備、受付・看
視等）の補助

1712‑1 県立総合教育センター

８月16日（水）〜８月18日（金）の３
日間

1名

【企画広報課】 アンケート等の集計作業、ホームページ作
パソコン操作ができること（Word,Excel）
成補助等

1712‑2 県立総合教育センター

８月10日（木）〜８月15日（火）の３
日間

1名

【教職キャリア課】 教員対象研修講座に係る会場案内の
掲示、文房具などの用具の準備、会場設営、受付、片付 特になし
け、その他事務等

1712‑3 県立総合教育センター

８月７日（月）〜８月９日（水）の３
日間

1名

【教育人材育成課】 研修講座等の運営に係る業務補助
（配付資料作成、記録整理等）

パソコン操作ができること（Word,Excel）

1712‑4 県立総合教育センター

7月25日（火）〜7月27日（木）の３
日間

1名

【教育課題研究課】 教育図書室及びカリキュラム開発セ
ンター業務補助（資料整理・環境整備等）

パソコン操作ができること（Word、Excel）

8月4日・8月7日〜8月8日の３日
間

４名

博物館の企画普及業務の補助作業
博物館体験教室(子ども向け）・県博講座（準備・受付け）・ １校１名が望ましい
広報等

1713 県立歴史博物館

事務所事業の運営業務の補助（資料準備、会場準備片付
身だしなみがきちんとしていること。
け）
礼儀正しい行動ができること。
文書整理（再生用封筒の作製等）
子ども好きな生徒、図書に興味のある生徒
５名(各 子ども行事の補助と図書の扱いを中心に、博物館活動に
などで、全日参加可能な、まじめな生徒を希
校１名) ついて体験をしてもらう。
望する。１校１名とする。
1名

事前訪問が必要。
実施場所は葉山館だが、鎌倉別館に行く場
合がありその際の交通費は自己負担。

【全年次】

神奈川県立産業技術短期大学校 オープンキャンパス
本校定時制からの入学実績多数あり、有力な進路選択の１つです。少しでも興味のある
生徒は参加しましょう。詳しい申し込み方法は学習支援グループまで。

６月 17 日（土）、８月 04 日（金）、８月 17 日（木）
り め ん

「ふりがな」つきは裏面へ

