
職場実習受入歴

実施日 期間 年齢 性別 機関・学校名 居住地 備考

平成２５年６月 ３週間 34歳 男 就労支援センター 大和 平成２５年７月１日入社　平成２６年８月１８日体調不良にて退職

平成２６年１１月１７日～２１日 ５日間 ２年 女 藤沢養護学校 南林間

平成２７年２月２日～６日 ５日間 １年 男 藤沢養護鎌倉分教室 善行

平成２７年６月１日～１２日 ９日間 ３年 男 藤沢養護学校 綾瀬

平成２７年１０月１3日～２3日 ９日間 ２年 男 藤沢養護学校 江ノ島

平成２７年１０月２６日～３０日 ５日間 ２年 男 座間養護学校 門沢橋

平成２７年１１月９日～２０日 １０日間 ２年 男 伊勢原養護学校 厚木

平成２８年２月２２日～３月４日 １０日間 ３年 男 藤沢養護学校 綾瀬 平成２８年４月１日入社

平成２８年３月７日～３月１１日 ５日間 ２２歳 男 就労支援センター 海老名 平成２８年４月１日入社

平成２８年６月６日～１７日 １０日間 ３年 男 座間養護学校 門沢橋

平成２８年６月２０日～７月１日 １０日間 ３年 男 伊勢原養護学校 厚木

平成２８年７月２５日～８月５日 ９日間 ３年 男 茅ヶ崎養護学校 香川

平成28年9月26日～10月7日まで １０日間 2年 男 藤沢養護学校 湘南台

平成28年10月17日～10月28日 １０日間 3年 男 座間養護学校 門沢橋 平成２９年４月１日入社

平成28年11月7日～11月18日 １０日間 3年 男 伊勢原養護学校 厚木 平成２９年４月１日入社

平成28年11月11日～11月21日 9日間 3年 男 茅ヶ崎養護学校 香川 平成２９年４月１日入社

平成２９年１月２４日～２５日 2日間 1年 えびな支援学校 2名　男女各1名

平成２９年５月８日～５月１９日 １０日間 21歳 男 就労支援センター さがみ野

平成２９年５月２２日～５月２３日 2日間 27歳 男 就労支援センター 本厚木

平成２９年５月２９日～６月９日 １０日間 ２年 男 藤沢養護学校 鎌倉



平成２９年６月５日～６月１６日 １０日間 ３年 男 瀬谷養護学校大和東分教室 鶴間

平成２９年６月１９日～６月３０日 １０日間 ３年 男 茅ヶ崎養護学校 茅ヶ崎

平成２９年７月１８日～７月２０日 ３日間 ３年 男 綾瀬西高等学校 綾瀬

平成２９年７月３１日～８月１０日 １０日間 ２０歳 男 貴志園 綾瀬

平成２９年８月７日～８月９日 ３日間 １年 男 大和東高等学校 綾瀬

平成２９年８月２８日～９月１日 ５日間 ３年 男 生蘭高等専修学校 綾瀬

平成２９年１０月１０日～１０月２０日 ９日間 ２年 男 藤沢養護学校

平成２９年１０月１７日～１０月２７日 １０日間 ３年 男 瀬谷養護学校大和東分教室 鶴間

平成２９年１０月２３日～１０月２７日 ５日間 ２１歳 男 就労支援センターぽむ

平成２９年１２月４日～１２月１５日 １０日間 ２０歳 男 貴志園 綾瀬

平成２９年１２月１１日～１２月１５日 ５日間 ２１歳 男 就労支援センターぽむ

平成２９年１２月２５日～１２月２９日 ５日間 ２０歳 男 貴志園 綾瀬 平成３０年４月１日入社

平成３０年２月１日～２月２日 ２日間 １年 男 えびな支援学校 ２名　男子２名

平成３０年２月５日～２月１６日 １０日間 ４１歳 男 貴志園

平成３０年２月１９日～２月２３日 ５日間 ３年生 男 瀬谷養護学校大和東分教室 座間 平成３０年４月１日入社

平成３０年５月１４日～５月２５日 １０日間 ３年生 男 えびな支援学校 厚木

平成３０年５月２８日～６月８日 １０日間 ２年生 男 藤沢養護学校鎌倉分教室 鎌倉

平成３０年６月１１日～６月２２日 １０日間 ３年生 男 茅ヶ崎養護学校 茅ヶ崎

平成３０年６月２５日～７月６日 １０日間 ３年生 男 茅ヶ崎養護学校 茅ヶ崎

平成３０年７月１６日～７月２７日 １０日間 男 貴志園

平成３０年１０月１５日～１０月２６日 １０日間 ３年生 男 えびな支援学校 厚木 平成３１年４月入社

平成３０年１０月１５日～１０月２６日 １０日間 ２年生 男 瀬谷養護学校大和東分教室 大和



平成３０年１０月１５日～１０月２６日 １０日間 ２年生 男 茅ヶ崎養護学校

平成３０年１１月５日～１１月１６日 １０日間 ３年生 男 茅ヶ崎養護学校 茅ヶ崎 平成３１年４月入社

平成３０年１１月２８日～１１月２９日 ２日間 中学生 男 綾瀬中学校 綾瀬 ３名

平成３０年１２月３日～１２月１４日 １０日間 ２２歳 男 就労支援センター 相模原

平成３１年１月１５日～１月２５日 ８日間 ５０歳 男 ホープ大和 綾瀬

平成３１年１月２８日～２月８日 １０日間 1年生 男 座間養護学校 藤沢

令和元年５月９日～５月２２日 １０日間 ２１歳 男 JSN東京 座間

令和元年６月１０日～６月２１日 １０日間 ２年生 女 えびな支援学校 海老名

令和元年６月１７日～６月２８日 １０日間 ３年生 男 瀬谷養護学校大和東分教室 座間

令和元年７月８日～７月１２日 ５日間 ２年生 男 座間養護学校相模向陽館分教室 綾瀬

令和元年７月１０日～７月１７日 ５日間 ３年生 男 横浜ひなたやま支援学校 大和

令和元年７月２２日～７月２３日 ２日間 １年生 女 大和東高等学校 社会体験学習

令和元年８月５日～８月９日 ５日間 ３年生 男 生蘭高等専修学校 海老名

令和元年８月２８日～８月２９日 ２日間 ２年生 男女 大和商業高等専修学校 男女各１名

令和元年１０月８日～１０月１８日 ８日間 ３年生 男 生蘭高等専修学校 海老名

令和元年１０月２３日～１１月１日 ８日間 ３年生 男 横浜ひなたやま支援学校 大和

令和元年１１月５日～１１月８日 ４日間 ３年生 男 瀬谷養護学校大和東分教室 座間

令和元年１１月１１日～１１月１５日 ５日間 ４９歳 男 アビリティーズジャスコ 海老名

令和元年１１月１９日～１１月２０日 ２日間 中学生 男 綾瀬中学校 綾瀬 男子２名

令和元年１１月２５日～１２月６日 １０日間 ２１歳 男 JSN東京 座間 令和２年４月入社

令和元年１２月２日～１２月６日 ５日間 女 綾瀬

令和２年１月２０日～１月２４日 ５日間 ２年生 男 横浜ひなたやま支援学校 横浜



令和２年１月２７日～１月３０日 ４日間 １年生 男 座間養護学校相模向陽館分教室

令和２年１月２７日～２月７日 １０日間 ２年生 男 瀬谷養護学校大和東分教室 大和

令和２年２月３日～２月４日 ２日間 １年生 男 えびな支援学校 男子２名

令和2年2月8日 １日間 中学生 男女 城山中学校 綾瀬 男子２名　女子１名

令和２年３月２日～３月１３日 ８日間 ４７歳 男 アビリティーズジャスコ 座間

令和２年３月１６日～３月２８日 ９日間 ４９歳 男 アビリティーズジャスコ 海老名

令和２年３月３１日～４月３日 ３日間 ３５歳 男 ぽむ 綾瀬 令和２年５月入社

令和２年５月１１日～５月１５日 ５日間 ３９歳 男 ぽむ 海老名

令和２年６月２２日～７月３日 １０日間 ３年生 男 えびな支援学校 海老名

令和２年６月２９日～７月９日 ８日間 ２８歳 男 ウェルビー 綾瀬

令和２年７月６日～７月１７日 １０日間 ３年生 男 瀬谷養護学校大和東分教室 大和

令和２年７月２０日～７月３１日 ８日間 ３年生 男 藤沢養護学校 藤沢

令和２年８月３日～８月２１日 １０日間 ３５歳 男 ココルポート 藤沢

令和２年８月１７日～８月２８日 ９日間 ２８歳 男 ウェルビー 綾瀬 令和２年１０月入社

令和２年８月２４日～９月４日 １０日間 ３１歳 男 Dキャリア 海老名

令和２年９月７日～９月１８日 １０日間 ３年生 男 生蘭高等専修学校 綾瀬

令和２年９月１４日～９月１８日 ５日間 ３５歳 男 ココルポート 藤沢 令和２年１０月入社

令和２年１０月５日～１０月１６日 １０日間 ３年生 男 藤沢養護学校 藤沢

令和2年11月5日 １日間 １年生 男 綾瀬高等学校 男子２名

令和２年１１月９日～１１月２０日 １０日間 ３９歳 男 ぽむ 海老名

令和２年１２月７日～１２月１8日 ６日間 ２６歳 女 ウェルビー 綾瀬 令和３年３月入社

令和２年１２月７日～１２月１１日 ５日間 ３９歳 男 ぽむ 海老名 令和３年２月入社



令和３年２月２２日～３月５日 １０日間 １年生 女 座間養護学校相模向陽館分教室 綾瀬

令和３年３月１５日～３月１９日 ５日間 ２年生 男 生蘭高等専修学校 綾瀬

令和３年５月１７日～５月２８日 １０日間 ３２歳 男 ヴィストキャリア 横浜

令和３年６月７日～６月１１日 ５日間 ２年生 女 えびな支援学校 海老名

令和３年６月１４日～６月２５日 １０日間 ３年生 女 座間養護学校相模向陽館分教室 座間

令和３年６月１４日～６月２５日 １０日間 ２年生 男 瀬谷養護学校大和東分教室 横浜

令和３年６月２８日～７月２日 ５日間 ３年生 男 横浜ひなたやま支援学校 横浜

令和３年７月２７日～７月２８日 ２日間 ２年生 男 大和東高等学校 社会体験学習

令和３年７月２９日～７月３０日 ２日間 ２年生 男 大和東高等学校 社会体験学習

令和３年８月２日～８月６日 ５日間 ２年生 男 綾瀬高等学校

令和３年８月２５日～８月２７日 ３日間 ３４歳 男 ウェルビー横須賀中央駅前 逗子

令和３年９月１５日～９月１７日 ３日間 ５６歳 女 ウェルビー溝の口駅前 川崎

令和３年９月２０日～９月２４日 ５日間 ２０歳 男 ココルポート湘南藤沢 藤沢


