
IKUNO未来教育ネットワーク　登録企業・団体等一覧及び支援メニュー
令和４年６月現在

No. 業種 企業・団体名 協力内容 支援メニュー 企業・団体ホームページ その他紹介ページ等

1 工芸 切子ガラス工芸研究所たくみ工房 体験機会の提供 教材動画の提供）切子ガラス制作
https://kiriko-
takumi.com/

2 製造 株式会社リゲッタ 出前授業や体験機会の提供 出前授業）働くってなんだろう？
探求型学習プログラム）IKUNO×ものづくり×ICT

https://www.regeta.co
.jp/

3 製造 吉持製作所 出前授業や体験機会の提供
出前授業）ものづくり講演（ヘラ絞り技術）
教材動画の提供）へら絞り加工
職業体験）へら絞り体験

https://yosimoti.com/

4 食品 あもや南春日 出前授業や体験機会の提供 教材動画の提供）和菓子製造
https://www.amoya.jp
/

5 製造 有限会社小出紙工所 出前授業や体験機会の提供 教材動画の提供）パネル製造

6 社会 一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会 出前授業の提供 出前授業）折れない心を育てる　いのちの授業
https://endoflifecare.
or.jp/pages/about-us

https://endoflifecare.or.jp
/pages/okproject
https://endoflifecare.or.jp
/posts/show/9013

7 社会 特定非営利活動法人サンフェイス 出前授業の提供 出前授業）発達障がいってなぁに？
https://www.sunface.
or.jp/

8
エン
タメ

一般社団法人ダンス教育振興連盟JDAC ・出前授業や体験機会の提供
・課外活動（部活動や放課後学習支援等）の支援

出前授業）体力・表現力など向上のためのダンス指導
https://www.jdac.jp/in
formation/to_school

9
情報
通信

ソフトバンク株式会社 ・出前授業や体験機会の提供
・防災・防犯など児童生徒の安全に関する支援

出前授業）「未来の働き方について」
体験機会の提供）Pepper活用プログラミング体験授業
防災・防犯）Pepper活用防災出前授業

https://www.softbank.
jp/

10
情報
通信

一般社団法人ソーシャルメディア研究会 出前授業の提供 出前授業）ネット上のトラブルとデートDVに関する研修会 https://sma2.jp/

11 DIY 株式会社ながやＲ ・出前授業や体験機会の提供
・課外活動（部活動や放課後学習支援等）の支援

出前授業）DIYを通じてワクワクするような学校にしよう
体験機会の提供）ワークショップなどの体験
課外活動）地域活性化に繋がる仕事体験

http://nagayar.com/
https://www.facebook
.com/nagayar.org/

12
イン
フラ

大阪ガス株式会社
ネットワークカンパニー大阪導管部

出前授業の提供 出前授業）考える防災教室
https://home.osakaga
s.co.jp/index.html

13 製造 株式会社ダイセン電子工業 出前授業の提供 出前授業）プログラミングを用いたキャリア教育
https://www.daisende
nshi.com/

14
エン
タメ

吉本興業株式会社 出前授業の提供 出前授業）漫才教育で子供たちが変わる～芸人と一緒にワークショップ～　ほか
http://www.yoshimoto.
co.jp/

15 社会 一般社団法人SDGs推進士業協会 出前授業や体験機会の提供 出前授業）カードゲームでSDGsを知ろう！
体験機会の提供）SDGs学習ゲーム

https://sdgs-
samurai.or.jp/

16
情報
通信

株式会社クリーマ 出前授業や体験機会の提供 探求型学習プログラム）IKUNO×ものづくり×ICT
https://www.creema.c
o.jp/

17 製薬 ロート製薬株式会社 出前授業や体験機会の提供 出前授業）世の中をよろこビックリさせる仕事
教材の提供）アイケアプログラム

https://www.rohto.co.j
p/

18 食品 株式会社ダイヤ　cookhouse 出前授業や体験機会の提供 教材動画の提供）パン工場
https://www.cookhous
e.jp/

19 社会 一般社団法人いくのもり 出前授業や体験機会の提供 出前授業）区シティプロモーション
https://ikunogurashi.c
om/
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20 物販 株式会社ウェブシャーク 教育活動の充実に繋がる支援 物資提供）Yogiboソファ12個を義務教育学校生野未来学園へ寄贈
https://www.webshark
.co.jp/

https://www.webshark
.co.jp/ikuno/

21 学校 大阪府立大阪わかば高等学校 ・出前授業や体験機会の提供
・課外活動（部活動や放課後学習支援等）の支援

部活動や放課後学習支援等
https://www2.osaka-
c.ed.jp/osakawakaba/

22 教育 株式会社LearnMore ・出前授業や体験機会の提供
・ICT教育支援

体験機会の提供）オンライン職業体験
ICT教育支援）校内研修、現システム最有効活用の企画提案、伴走など

https://www.learn-
more.co.jp/

https://www.learn-
more.co.jp/home/services/
ed-relation/sensei-
mikata-page/

23 学校 大阪府立生野聴覚支援学校 教育活動の充実に繋がる支援 相談）支援相談
https://www.osaka-
c.ed.jp/ikuno-r/

24 学校 NRB日本理容美容専門学校 出前授業や体験機会の提供 出前授業）職業講話：理容師、美容師の仕事 https://www.nrb.ac.jp/

25 学校 大阪府立生野工業高等学校 ・出前授業や体験機会の提供
・課外活動（部活動や放課後学習支援等）の支援

出前授業）中学生向けワークショップ等
課外活動の支援）中学生向け部活動体験や放課後学習支援等

http://swa.city-
osaka.ed.jp/swas/inde
x.php?id=h673524

26 学校 学校法人　大阪聖徳学園
大阪教育福祉専門学校

出前授業や体験機会の提供 出前授業）職業講話：保育士の仕事 http://kyofuku-ac.jp/

27 学校 金光藤蔭高等学校
・ICT教育支援
・課外活動（部活動や放課後学習支援等）の支援
・防災・防犯など児童生徒の安全に関する支援

部活動支援等
https://konkoutouin.e
d.jp/

28 学校 プール学院中学校・高等学校

・出前授業や体験機会の提供
・ICT教育支援
・課外活動（部活動や放課後学習支援等）の支援
・教育活動の充実に繋がる支援

出前授業）特色ある教員による出前授業
ICT教育支援）高齢者に対するスマートフォン活用サポート
課外活動の支援）ダンス部・吹奏楽部の出前出演、高校生による学童保育指導
会場提供）生野スプリングコンサート会場提供

https://www.poole.ed.
jp/

29 学校 大阪府立生野支援学校 出前授業や体験機会の提供 出前授業）障がい理解啓発講座等
https://www2.osaka-
c.ed.jp/ikuno-s/

30 金融 ゆうちょ銀行生野店
（株式会社ゆうちょ銀行）

出前授業や体験機会の提供 出前授業）小・中学校向け金融教育
https://www.jp-
bank.japanpost.jp/

https://www.jp-
bank.japanpost.jp/sus
tainability/

31 物販 株式会社スポーツタカハシ

・出前授業や体験機会の提供
・ICT教育支援
・課外活動（部活動や放課後学習支援等）の支援
・教育活動の充実に繋がる支援

体験機会の提供）eスポーツ大会（eスポーツを通じた教育アプローチ）の企画/スケート
ボードやそれに不随するカルチャーを学ぶ体験プログラム/障がい者スポーツを本質的に
理解するための体験授業の企画
ICT教育支援）スポーツ業界におけるSNSの活用、アクションカメラ・ドローンについて学
ぶプログラム
課外活動の支援）スケボースクールやそれに不随するカルチャースクール（DJスクール等）
を実施
相談）eスポーツ、スケートボード、DJ等サブカルチャーを通した教育アプローチ

https://spotaka.co.jp/

32
eス

ポーツ
大阪eスポーツ研究会

・出前授業や体験機会の提供
・ICT教育支援
・教育活動の充実に繋がる支援

体験機会の提供）eスポーツ大会（eスポーツを通じた教育アプローチ〈英語教育も可能〉）
の企画
ICT教育支援）eスポーツやプログラミングゲームを通じた教育プログラム支援（教職員・
PTA向けも可能）
相談）eスポーツ、ゲーム等サブカルチャーを通した教育的アプローチ

 
https://spotaka-
ex.osaka/

33 球団
堺シュライクス

（株式会社つくろう堺市民球団）

・出前授業や体験機会の提供
・課外活動（部活動や放課後学習支援等）の支援
・教育活動の充実に繋がる支援

出前授業）プロ野球球団「堺シュライクス」の選手が野球指導やキャリア指導を行う
課外活動の支援）プロ野球球団「堺シュライクス」の選手が野球指導やキャリア指導を行う

https://sakai-
shrikes.jp/

34 エンタメ 株式会社BBANDSB&Co.
・出前授業や体験機会の提供
・ICT教育支援
・教育活動の充実に繋がる支援

体験機会の提供）音楽や国語の授業内でデジタル音楽やDJカルチャーを活用した新たな
機会提供と創作意欲を上げるカリキュラムを実施/ユーザーイノベーション的な手法を用い
たマーケットイン思考を上達させるプログラム/スポーツ選手をサポートする側のお仕事や
重要性を体験してもらうプログラム
ICT教育支援）スポーツとICT活用の事例紹介
相談）DJやダンスミュージック、DTM等サブカルチャーを通した教育的アプローチ

https://bbandsb.com/

https://www.webshark.co.jp/
https://www.webshark.co.jp/
https://www.webshark.co.jp/ikuno/
https://www.webshark.co.jp/ikuno/
https://www2.osaka-c.ed.jp/osakawakaba/
https://www2.osaka-c.ed.jp/osakawakaba/
https://www.learn-more.co.jp/
https://www.learn-more.co.jp/
https://www.learn-more.co.jp/home/services/ed-relation/sensei-mikata-page/
https://www.learn-more.co.jp/home/services/ed-relation/sensei-mikata-page/
https://www.learn-more.co.jp/home/services/ed-relation/sensei-mikata-page/
https://www.learn-more.co.jp/home/services/ed-relation/sensei-mikata-page/
https://www.osaka-c.ed.jp/ikuno-r/
https://www.osaka-c.ed.jp/ikuno-r/
https://www.nrb.ac.jp/
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h673524
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h673524
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h673524
http://kyofuku-ac.jp/
https://konkoutouin.ed.jp/
https://konkoutouin.ed.jp/
https://www.poole.ed.jp/
https://www.poole.ed.jp/
https://www2.osaka-c.ed.jp/ikuno-s/
https://www2.osaka-c.ed.jp/ikuno-s/
https://www.jp-bank.japanpost.jp/
https://www.jp-bank.japanpost.jp/
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/
https://spotaka.co.jp/
https://sakai-shrikes.jp/
https://sakai-shrikes.jp/
https://bbandsb.com/


IKUNO未来教育ネットワーク　登録企業・団体等一覧及び支援メニュー
令和４年６月現在

No. 業種 企業・団体名 協力内容 支援メニュー 企業・団体ホームページ その他紹介ページ等

35 学校 大阪情報コンピュータ高等専修学校
・出前授業や体験機会の提供
・ICT教育支援
・課外活動（部活動や放課後学習支援等）の支援

体験機会の提供）ゲーム、CG、動画等の制作体験
ICT教育支援）WORD、EXCEL、リテラシー等教育支援
課外活動の支援）パソコン部等活動支援

https://www.oic.ed.jp/

36 学校 大阪府立
大阪ビジネスフロンティア高等学校

出前授業や体験機会の提供 体験機会の提供）キャリア教育等の企画・連携
http://www.ocec.ne.jp
/hs/obf/

37 金融 大阪シティ信用金庫　生野支店
・出前授業や体験機会の提供
・教育活動の充実に繋がる支援

出前授業）融資のしくみ、起業と資金調達等、お金に関するテーマ
体験機会の提供）お取引先企業の紹介→ものづくり体験
その他）・在阪の地方公共団体事務所と連携した「こども物産展」の実施
　　　　　・阿波踊りなど地方特有の伝統芸能体験
　　　　　・地方の歴史・文化・特産品を学ぶ機会の創出
　　　　　・連携先団体との協力のもと学習機会の創出

https://www.osaka-
city-shinkin.co.jp/

38 教育 株式会社Armory 出前授業や体験機会の提供 体験機会の提供）キャリア教育プログラム https://armory.jp/

39 教育 株式会社インフィニット・グロース ・課外活動（部活動や放課後学習支援等）の支援 課外活動の支援）中学校での異文化交流イベントなど https://igj.co.jp/

40 学校 大阪偕星学園高等学校 ・出前授業や体験機会の提供
・課外活動（部活動や放課後学習支援等）の支援

出前授業や体験機会の提供）・教員による出前授業
                                        ・模擬面接や高校受験に向けての意識付け
課外活動の支援）部活動体験

https://www.osaka-
kaisei.ac.jp/

41 食品 株式会社正木牧場 ・出前授業や体験機会の提供 体験機会の提供）ケーキ作りの体験・職場体験の受け入れ
https://pastry-
masaki.com/
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