
シゴトのチカラ 開催実績

実施年 実施企業 参加校 参加
人数

プログラムの
ガイド役

企業
参加人数

2013 シスコシステムズ

郁文館グローバル高校2
年生 87 マネージャー 12
いわき市生徒会サミッ
ト 124 役員・事業部長 22
東洋英和女学院中学部3
年生 191 女性社員 22

2014
シスコシステムズ

郁文館グローバル高校2
年生 88 マネージャー 12
いわき市グローバル志
塾生 99 役員・事業部長 22

日立オートモティブシステム 郁文館グローバル高校3
年生 88 中堅社員 19

2015

グルメ杵屋
常翔学園高校生 56 幹部候補 9
かえつ有明高校生 45 幹部候補 9

インベスコ・アセット・マネジ
メント 西大和高校生 98 役員・部長クラス 23

4社合同企画
・GMOアドパートナーズ
・ジェイアイエヌ
・シスコシステムズ
・リクルートコミュニケーショ
ンズ

実践女子学園高校生 39 女性社員 16

2016

グルメ杵屋
興国高校生 45 幹部候補 9
東京立正高校生 45 幹部候補 9

10周年事業（女性のキャリ
ア） ・インベスコ・アセッ
ト・マネジメント ・NTTデー
タフロンティア ・シスコシス
テムズ ・日本証券所グルー
プ ・dof ・Being ALIVE 
Japan ・フコク生命 ・三菱商
事 ・薬樹 ・リクルートマーケ
ティングパートナーズ 福島県11校

千葉県2校
埼玉県7校
東京都20校
神奈川県7校
愛知県7校
三重県1校
京都府1校
大阪府2校
奈良県2校

全61校

122 女性社員 20

10周年事業（グローバル） ・
インベスコ・アセット・マネジ
メント ・Google ・西本
Wismettacホールディング
ス ・日立キャピタル ・日立製
作所 ・日立オートモティブシ
ステムズ ・日立ライフ ・フコ
ク生命 ・ボーダレスジャパ
ン ・三菱東京UFJ銀行

161 海外赴任経験のある社
員 20

10周年事業（プロフェッショ
ナル） ・NTTデータフロン
ティア ・グルメ杵屋 ・ジェイ
アイエヌ ・シスコシステム
ズ ・日立製作所 ・フコク生
命 ・三菱東京UFJ銀行 ・一般
社団法人モリウミアス ・リク
ルートコミュニケーション
ズ ・リクルートマーケティン
グパートナーズ

160 中堅社員、幹部候補 25
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2017

グルメ杵屋
常翔学園高等学校 51 幹部候補 9
都立芦花高等学校 50 幹部候補 9

プロフェッショナル合同 全19校 58 11
株式会社アイ・ステーション 都立葛飾商業高等学校 205 幹部候補 10

MONTHLYシゴトのチカラ

正智深谷高等学校 158 全4社より 12
明星高等学校 231 全8社より 16
全31校 153 全7社より 16
常翔学園高等学校 263 全5社より 16
都立高島高等学校 159 全4社より 16
都立高島高等学校 160 全6社より 16
学校合同 132 全6社より 12

2018

グルメ杵屋
箕面自由学園 48 幹部候補 9
都立芦花高等学校 45 幹部候補 9

シゴトのチカラミニ 西大和学園 43 全2社より 4

MONTHLYシゴトのチカラ

郁文館高校 140 全5社より 14
郁文館高校 148 全8社より 14
学校合同（女子のみ） 83 全10社より 14
正智深谷高等学校 141 全4社より 16
自修館中等教育学校 108 全9社より 12
明星高等学校 135 全5社より 14
明星高等学校 133 全8社より 16
常翔学園高等学校 161 全6社より 16
都立高島高等学校 154 全7社より 16
都立高島高等学校 160 全8社より 16
八幡中央高校（北九州） 200 全10社より 16
日出学園＋他校 140 全7社より 16
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2019

グルメ杵屋
箕面自由学園 47 幹部候補 9
都立芦花高等学校 46 幹部候補 9

桜美林スペシャル 桜美林大学 13 全4社より 4

MONTHLYシゴトのチカラ

郁文館高校 142 全9社より 16
郁文館高校 144 全9社より 16
山脇学園 226 全6社より 16
正智深谷高等学校 183 全9社より 16
自修館中等教育学校 98 全7社より 12
明星高等学校 206 全10社より 16
明星高等学校 152 全7社より 14
常翔学園高等学校 177 全7社より 16
都立高島高等学校 158 全5社より 16
都立高島高等学校 157 全6社より 16
日出学園高等学校 158 全4社より 14

2020

MONTHLYシゴトのチカラ
郁文館高校 183 全4社より 12
郁文館高校 98 全6社より 12

MONTHLYシゴトのチカラ
（オンライン）

西大和学園 46 全6社より 6
自修館中等教育学校 120 全4社より 12
神田女学園高校 110 全3社より 12
正智深谷高等学校 150 全6社より 12
東桜学館高校 90 全5社より 12
日出学園高等学校 94 全4社より 12

学生ナビのチカラ（オンライン） 三田国際中学校 210 大学生 12
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2021 MONTHLYシゴトのチカラ
（オンライン）

明星高等学校 148 全4社より 12
明星高等学校 149 全5社より 12
山脇学園 135 全4社より 12
自修館中等教育学校 90 全3社より 12
西大和学園 143 全5社より 12
明星高等学校 184 全3社より 12
明星高等学校 186 全4社より 12
早稲田摂陵高校 99 全5社より 12
神田女学園高校 132 全7社より 12
三田国際中学校 164 全3社より 12
箕面自由学園高校 112 全6社より 12
日出学園高等学校 157 全4社より 12

総合計 9,702 1,030


