
2015 年度年度年度年度    未来図書館新聞掲載情報未来図書館新聞掲載情報未来図書館新聞掲載情報未来図書館新聞掲載情報 

 

2016 年(平成 28 年)3 月 17 日(木曜日)岩手日報    公立高の合格発表公立高の合格発表公立高の合格発表公立高の合格発表 自らが描く大きな未来自らが描く大きな未来自らが描く大きな未来自らが描く大きな未来 

2016 年(平成 28 年)3 月 15 日(火曜日)盛岡タイムス     社会人のとびら開けて社会人のとびら開けて社会人のとびら開けて社会人のとびら開けて 住友商事ユースチャレンジインターン生住友商事ユースチャレンジインターン生住友商事ユースチャレンジインターン生住友商事ユースチャレンジインターン生 5 人が報告人が報告人が報告人が報告 

2016 年(平成 28 年)3 月 3 日(木曜日)岩手日報     働くって何だろう宮古北高大学生らと「語る会」働くって何だろう宮古北高大学生らと「語る会」働くって何だろう宮古北高大学生らと「語る会」働くって何だろう宮古北高大学生らと「語る会」 

2016 年(平成 28 年)2 月 14 日(日曜日)盛岡タイムス  未来パスポートで職業観未来パスポートで職業観未来パスポートで職業観未来パスポートで職業観 飯岡中社会人講師に学ぶ飯岡中社会人講師に学ぶ飯岡中社会人講師に学ぶ飯岡中社会人講師に学ぶ 

2016 年(平成 28 年)2 月 11 日(木曜日)讀賣新聞    「働く」社会人に学ぶ「働く」社会人に学ぶ「働く」社会人に学ぶ「働く」社会人に学ぶ 盛岡・飯岡中盛岡・飯岡中盛岡・飯岡中盛岡・飯岡中 1 年生年生年生年生 

2016 年(平成 28 年)2 月 24 日(月曜日)岩手日報       社会人に学ぶ「働く」釜石商工高でキャリア教育社会人に学ぶ「働く」釜石商工高でキャリア教育社会人に学ぶ「働く」釜石商工高でキャリア教育社会人に学ぶ「働く」釜石商工高でキャリア教育 

2015 年(平成 27 年)12 月 19 日(土曜日)盛岡タイムス  童心分から幼老学童心分から幼老学童心分から幼老学童心分から幼老学 未来図書館滝二小で未来図書館滝二小で未来図書館滝二小で未来図書館滝二小で ESD 環境プログラム環境プログラム環境プログラム環境プログラム 

2015 年(平成 27 年)12 月 17 日(木曜日)岩手日報    昔の暮らしに興味わくわく昔の暮らしに興味わくわく昔の暮らしに興味わくわく昔の暮らしに興味わくわく 滝沢二小で催し滝沢二小で催し滝沢二小で催し滝沢二小で催し 

2015 年(平成 27 年)11 月 19 日(木曜日)岩手日報    働く喜び働く喜び働く喜び働く喜び 楽しく学ぶ楽しく学ぶ楽しく学ぶ楽しく学ぶ 花巻の矢沢小花巻の矢沢小花巻の矢沢小花巻の矢沢小 

2015 年(平成 27 年)11 月 19 日(木曜日)岩手日報 web  憧れの職業、熱心にメモ憧れの職業、熱心にメモ憧れの職業、熱心にメモ憧れの職業、熱心にメモ 花巻でキャリア教育授業花巻でキャリア教育授業花巻でキャリア教育授業花巻でキャリア教育授業 

平成 27 年(2015)11 月 19 日(木曜日)岩手日日     将来の職業参考に将来の職業参考に将来の職業参考に将来の職業参考に 矢沢小矢沢小矢沢小矢沢小 6 年生社会人講師と交流年生社会人講師と交流年生社会人講師と交流年生社会人講師と交流 

2015 年(平成 27 年)11 月 16 日(月曜日)岩手日報    被災地支援思い語る被災地支援思い語る被災地支援思い語る被災地支援思い語る インターン学生らインターン学生らインターン学生らインターン学生ら 5 人盛岡で中間報告会人盛岡で中間報告会人盛岡で中間報告会人盛岡で中間報告会 

平成 27 年(2015)10 月 22 日(木曜日)胆沢日日     失敗も未来の糧失敗も未来の糧失敗も未来の糧失敗も未来の糧 大東高社会人が人生指南大東高社会人が人生指南大東高社会人が人生指南大東高社会人が人生指南  

社会人の人生談などを聞いて生き方を考えた「未来パスポート」社会人の人生談などを聞いて生き方を考えた「未来パスポート」社会人の人生談などを聞いて生き方を考えた「未来パスポート」社会人の人生談などを聞いて生き方を考えた「未来パスポート」 

2015 年(平成 27 年)10 月 23 日(金曜日)IWANITIONLINE 失敗も未来の糧失敗も未来の糧失敗も未来の糧失敗も未来の糧 大東高大東高大東高大東高 社会人が人生指南社会人が人生指南社会人が人生指南社会人が人生指南 

平成 27 年(2015)10 月 22 日(木曜日)岩手日日     失敗も未来の糧失敗も未来の糧失敗も未来の糧失敗も未来の糧    大東高社会人が人生指南大東高社会人が人生指南大東高社会人が人生指南大東高社会人が人生指南 

2015 年(平成 27 年)10 月 8 日(木曜日)岩手日報     「働く」社会人に学べ「働く」社会人に学べ「働く」社会人に学べ「働く」社会人に学べ 盛岡の盛岡の盛岡の盛岡の NPO 宮古北高で職業教育宮古北高で職業教育宮古北高で職業教育宮古北高で職業教育 

平成 27 年(2015)10 月 6 日(火曜日)胆沢日日      先輩と「郷土」語る先輩と「郷土」語る先輩と「郷土」語る先輩と「郷土」語る 胆沢小山中でキャリア教育胆沢小山中でキャリア教育胆沢小山中でキャリア教育胆沢小山中でキャリア教育 

平成 27 年(2015)10 月 6 日(火曜日)IWANITIONLINE  先輩と「郷土先輩と「郷土先輩と「郷土先輩と「郷土」語る」語る」語る」語る 胆沢胆沢胆沢胆沢 小山中でキャリア教育小山中でキャリア教育小山中でキャリア教育小山中でキャリア教育 

2015 年(平成 27 年)9 月 25 日(金曜日)岩手日報      社会人と進路探る社会人と進路探る社会人と進路探る社会人と進路探る 洋野・大野中洋野・大野中洋野・大野中洋野・大野中 

2015 年(平成 27 年)9 月 26 日(土曜日)デーリー東北   未来への道未来への道未来への道未来への道 先輩に学べ先輩に学べ先輩に学べ先輩に学べ 大野中でキャリア教育プログラム大野中でキャリア教育プログラム大野中でキャリア教育プログラム大野中でキャリア教育プログラム 



                                                                                                        消防士や看護師消防士や看護師消防士や看護師消防士や看護師 20 人来校人来校人来校人来校 

2015 年(平成 27 年)9 月 8 日(火曜日)岩手日報      進路のヒント社会人に学ぶ進路のヒント社会人に学ぶ進路のヒント社会人に学ぶ進路のヒント社会人に学ぶ 八幡平市・西根中八幡平市・西根中八幡平市・西根中八幡平市・西根中 

平成 27 年(2015)8 月 10 日(月曜日)盛岡タイムス     20 代が「恋バ代が「恋バ代が「恋バ代が「恋バナ」語らいナ」語らいナ」語らいナ」語らい 未来図書館インターン学生が企画未来図書館インターン学生が企画未来図書館インターン学生が企画未来図書館インターン学生が企画 

2015 年(平成 27 年)8 月 6 日(木曜日)岩手日報       

2015 年(平成 27 年)8 月 3 日(月曜日)盛岡タイムス       高校生と大学生の「恋バナ！」未来図書館高校生と大学生の「恋バナ！」未来図書館高校生と大学生の「恋バナ！」未来図書館高校生と大学生の「恋バナ！」未来図書館 NPO 法人未来図書館法人未来図書館法人未来図書館法人未来図書館 

2015 年(平成 27 年)7 月 28 日(火曜日)盛岡タイムス    子どもを社会にレイアウト子どもを社会にレイアウト子どもを社会にレイアウト子どもを社会にレイアウト 進路模索し開いた活路進路模索し開いた活路進路模索し開いた活路進路模索し開いた活路 

                                                                                                         未来図書館の田上孝幸さんパンフなどデザイン未来図書館の田上孝幸さんパンフなどデザイン未来図書館の田上孝幸さんパンフなどデザイン未来図書館の田上孝幸さんパンフなどデザイン 

2015 年(平成 27 年)7 月 11 日(土曜日)盛岡タイムス    仕事の世界へパスポート仕事の世界へパスポート仕事の世界へパスポート仕事の世界へパスポート 未来図書館矢沢中生未来図書館矢沢中生未来図書館矢沢中生未来図書館矢沢中生(花巻中花巻中花巻中花巻中)にキャリア教育にキャリア教育にキャリア教育にキャリア教育 

2015 年(平成 27 年)7 月 8 日(水曜日)岩手日報         生きるヒント社会人に学ぶ花巻・石鳥谷中生きるヒント社会人に学ぶ花巻・石鳥谷中生きるヒント社会人に学ぶ花巻・石鳥谷中生きるヒント社会人に学ぶ花巻・石鳥谷中 

2015 年(平成 27 年)7 月 8 日(水曜日)IWANITIONLINE  将来の夢つかむには将来の夢つかむには将来の夢つかむには将来の夢つかむには 石鳥谷中、社会人迎え石鳥谷中、社会人迎え石鳥谷中、社会人迎え石鳥谷中、社会人迎え 

平成 27 年(2015)7 月 8 日(水曜日)岩手日日       将来の夢つかむには将来の夢つかむには将来の夢つかむには将来の夢つかむには 石鳥谷中、社会人迎え職業観やモットー聞く石鳥谷中、社会人迎え職業観やモットー聞く石鳥谷中、社会人迎え職業観やモットー聞く石鳥谷中、社会人迎え職業観やモットー聞く 

2015 年(平成 27 年)6 月 23 日(火曜日)盛岡タイムス    事業の拡充へ人材養成事業の拡充へ人材養成事業の拡充へ人材養成事業の拡充へ人材養成 未来図書館サポーターなどを募集未来図書館サポーターなどを募集未来図書館サポーターなどを募集未来図書館サポーターなどを募集 

2015 年(平成 27 年)6 月 21 日(日曜日)岩手日報      有償ボランティア「若者応援隊」説明会参加者募集有償ボランティア「若者応援隊」説明会参加者募集有償ボランティア「若者応援隊」説明会参加者募集有償ボランティア「若者応援隊」説明会参加者募集 

2015 年(平成 27 年)5 月 3 日(日曜日)盛岡タイムス    盛岡南高でキャリア教育盛岡南高でキャリア教育盛岡南高でキャリア教育盛岡南高でキャリア教育 未来図書館将来のイメージづくり未来図書館将来のイメージづくり未来図書館将来のイメージづくり未来図書館将来のイメージづくり 

2015 年(平成 27 年)5 月 3 日(日曜日)岩手日報      大人に学び広がる夢大人に学び広がる夢大人に学び広がる夢大人に学び広がる夢 盛岡南高で教育事業盛岡南高で教育事業盛岡南高で教育事業盛岡南高で教育事業 16 人の職業観聞く人の職業観聞く人の職業観聞く人の職業観聞く 

2015 年(平成 27 年)4 月 30 日(木曜日)岩手日報      被災地被災地被災地被災地 NPO で支援活動しようで支援活動しようで支援活動しようで支援活動しよう インターン生募集インターン生募集インターン生募集インターン生募集 

 


