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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツアネサキコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立姉崎高等学校 龍門 篤男 ０４３６－６２－０６０１ 市原市姉崎 
男性４２% 

女性 5８％ 

HP アドレス http://ｃｍｓ2.chiba-c.ed.jp/anesakii-h/ 連絡先メールアドレス a.ryumn@chiba-c.ed.jp 

学科編成 普通科 各学年 ４学級 

進路（就職） 

指導支援の方針 

・生徒の状況に応じた進路指導 

・効果的な進路指導・キャリア教育のあり方の追求 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

総合的学習の時間を利用した進路別キャリア教育、就職担当者による就職希望者全員との面談、関係機関・企

業・外部団体主催の説明会や見学会への参加・長期休業中の就職セミナーやガイダンス他、ジョブカフェちば

や職安・市原市などの商工観光課との連携 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ５３ 
能職、事務、フロント接客、機材管理、

検査梱包、郵便局員、製造 
７２ 

技能職、事務、フロント接客、機材

管理、検査梱包、郵便局員、製造 
５９ 

うち県内 

就職者数 

５１ 

 
 ７１  ５９ 

卒業総数 １５１  １５９  １５７ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

男子は通勤圏内（富津市～千葉市の湾岸沿い）企業（工場）の現業職が多い。 

女子はそれに加え、大中小企業の事務職や郵便局・ＪＡの窓口、ゴルフ場やホテル、 

販売・介護等多岐にわたる。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有り 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

素直で真面目な生徒が多い。生徒指導がしっかりしており、きちんとした生徒が多い。 

なかにはコミュニケーションが苦手な生徒もいる。 

企業や主催団体によ

る 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
女子の事務職がないか。 

 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｱﾋﾞｺﾋｶﾞｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立我孫子東高等学校 就職支援担当 池田良夫 04-7189-4051 我孫子市 
男性 55％ 

女性 45% 

HP アドレス http://cms2.chiba-c.ed.jp/abikoeast-h/ 連絡先メールアドレス sinro.abikoeast-h@chiba-c.ed.jp 

学科編成 全日制普通科 現 2 年生より福祉コースがスタート、他をビジネスコース、総合コースに分類 

進路（就職） 

指導支援の方針 

自他共に適性を見極め、ミスマッチングを防ぐ。（保護者との話し合い、教員の助言、職場見学等による企業

研究） 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

現 3 年生が 1 年次より実施及び 3 年次実施予定のもの 1 年次インターンシップ（3 日間全員）、社会人講

話、進路説明会。2 年次子育てサロン、幼稚園ふれあい体験、社会人講話。3 年次進路対策講座（8 回）、企

業受験講座（夏季休業中 10 日間） （今年度、新型コロナウィルスで中止のもの有り） 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １２１ 製造、販売、介護、事務 １０９ 製造、販売、サービス、介護 １１５ 

うち県内 

就職者数 
１０４ 同上 １００ 同上 １０７ 

卒業総数 ２４６  ２２９  ２５４ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

販売３６％、サービス３１％、技能１９％、事務１４％ 

ほとんどの生徒が、自宅通勤を希望している。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

過去 9 年有(今年中止) 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

真面目で実直な生徒が多いが、行事の自主運営など生徒の活躍の機会を増やし、発

言力や行動力も向上している。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

いつもお世話になっております。今年度もよろしくお願いいたします。 

近年、内定式を実施される所が多くなってきていますが、1 月末まで授業がありますので、ご配慮いただきたくとあ

りがたいです。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

 

カナ チバケンリツイチハラミドリコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立市原緑高等学校 中澤 浩二 0436-75-0600 市原市 
男性５０％ 

女性５０％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/ichiharamidori-h/ 連絡先メールアドレス k.nkzw4@chiba-c.ed.jp 

学科編成  全日制 普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 生徒の将来像、志望理由、適性及び能力等をふまえて、主体的かつ適切な進路選択について指導支援する。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
 進路ガイダンス、就職ガイダンス、進路説明会、各種講演会、企業見学、履歴書指導、面接指導 他 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ５８  生産工程、事務、販売、運搬 ４８  生産工程、事務、販売 ４４ 

うち県内 

就職者数 
４８  生産工程、事務、販売、運搬 ４５  生産工程、事務、販売 ４４ 

卒業総数 １１１  １１１  １０５ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
 例年、生産工程、事務、販売、サービスが多い傾向である。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

 明るく、素直で快活な生徒が多く、コミュニケーション力もある生徒が目立つ。多く

は、就職希望先を絞り込んでいるが、中には将来像を描くことが難しく、職業選択に

迷う生徒が散見される。 

 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

 就職関係の日程が、繰り下げとなったため、応募生徒が不利にならぬよう全般的にご配慮いただきたい。 

また、自動車免許等の事前取得が困難になることも予想されるため、入社後の取得について、一層配慮願いたい。 

 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂ ｱﾜﾀｸｼﾝ ｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立安房拓心高等学校 川上 利夫 0470-47-2551 南房総市 
男性６２％ 

女性３８％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/awa-ah/ 連絡先メールアドレス t.kwkm7@chiba-c.ed.jp 

学科編成 総合学科（文理系列、園芸系列、畜産系列、土木系列、調理系列） 

進路（就職） 

指導支援の方針 

生徒一人一人が、その能力や適性に応じた主体的な進路選択ができるよう計画的・組織的に指導する。 

・発達段階に応じたキャリア教育を展開する。・各種検査、LHR 等とおして生徒の自己理解を深めさせる。 

・進路情報の収集を積極的に行い、生徒及び保護者に提供する。・利用しやすい進路指導室にする。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

・進路希望調査をとりまとめ、職員に情報提供し、進路指導に役立てる。・「進路ガイド」を LHR 出活用でき

るよう内容を充実させる。・進学・就職先の開拓を積極的に行う。・特別な支援を必要とする生徒に対し、関係

機関と連携を図りながら、個に応じた進路指導を粘り強く行う。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １１０ 
販売職、製造職、調理職、介護職、サー

ビス、技術職、公務員、 等 
１０５ 

販売職、製造職、調理職、介護職、

サービス、技術職、公務員、等 
１０４ 

うち県内 

就職者数 
６３ 

販売職、製造職、調理職、介護職、サー

ビス、技術職、公務員 , 等 
５７ 

販売職、製造職、調理職、介護職、

サービス、技術職、公務員 等 
５２ 

卒業総数 １５５  １５２  １６２ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

調理系列は調理職へ、土木系列は建設業に就職する傾向が強い。特に調理系列は顕著で

ある。他の系列の生徒の就職先は多様である。地元に就職する者はホテル、医療関係、

福祉関係への就職者が多い。公務員として就職する生徒も増加傾向にある。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

小規模（学年４クラス）な学校ではあるが、毎年就職希望者が１００名を超えており、

かなり多い。地域でも、就職を目指すなら本校へという期待が大きい。生徒は、純朴で

素直、欠席等も少なく真面目な生徒が多い。人口減少地域のためか、厳しい競争にさら

された経験が少なく、ややのんびりとしたところがある。 

畜産系列全員(２年) 

近隣優良酪農家等 

５日間 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

・生徒は安房地区に居住しているため、県内の企業であっても宿舎が必要な場合が多い。ご配慮をいただきたい。 

・求人票の事業内容、会社の特長、仕事の内容等は、高校生がわかるような具体的な表現にしていただきたい。 

・内定等の通知は、可能な範囲で早めにいただけるとありがたい。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツウラヤスミナミコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立浦安南高等学校 大串 彰宏 047-352-7621 浦安市高洲 
男性５５％ 

女性４５％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/urayasuminami-h/ 連絡先メールアドレス a.oogsh@chiba-c.ed.jp 

学科編成 
全日制課程・普通科 

第 1 学年：4 学級を 8 クラス展開  第２学年：4 学級  第 3 学年：4 学級 

進路（就職） 

指導支援の方針 

○学問・職業、志望先の学校・企業、自己の３つの理解を深める支援・指導を行う。 

○社会人としてのマナー，資質を育む支援・指導を行う。 

○個人面談での生徒との対話により，生徒の理解を深めたり，考えを整理したりする支援・指導を重視する。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

○1 年時：進路講演会、キャリアガイダンス 

○2 年時：進路ガイダンス、校外バス見学会 

○3 年時：進路ガイダンス、企業見学会、応募前指導 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 60 
介護職、販売職、機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、 

組み立て加工、保安職等 
45 

介護職、販売職、機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、 

組み立て加工、保安職等 
５１ 

うち県内 

就職者数 
32 同上 24 同上 ２７ 

卒業総数 104  108  １１９ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

○建設業（12％）、○製造業（15％）、○情報通信業（3％）、○運輸業（12％） 

○卸売・小売業（21％）、○サービス(飲食・生活・他)（27％）、○医療・福祉（9％） 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

○明るく、素直な性格で思いやりにあふれる一面が垣間見られる。 

○物事に一途な面があるため、１つのことに熱中する姿が見られる。 
7 月に 3 日間 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
生徒の職業理解、企業理解を深めるためのご支援・ご協力をお願い致します. 

 

カナ オイハマコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立生浜高等学校 上原美和 
043-266-4591 

内線）１１２ 
千葉市中央区 

男性 

女性 

HP アドレス https://www.chiba-c.ed.jp/oihama-h/ 連絡先メールアドレス m.sky10@chiba-c.ed.jp 

学科編成 
全日制     普通科 

三部制の定時制 普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 

 １年次より、分野別ガイダンスやインターンシップ、千葉市主催の企業訪問、適性検査等を通じて社会へ出

て働くことの意味や自分の将来像を考えていく時間を取っています。また、定期的に生徒と進路面談を行なっ

たり、卒業生を学校へ招いて就職活動報告を発表する場を設けたりして、進路決定の一助としております。卒

業年次となったら毎週就職ガイダンスを行ない、受験に備え本格的な活動を始めます。コミュニケーション力

の涵養を重視しており、生徒が伝える力を身に付けることができるよう小論文模試を実施しております。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

 各学年次進路ガイダンスの実施、進路講演会の開催、ポートフォリオの実施 

 就職支援員の駐在（週３日） 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ６５ 
販売職・運輸物流・事務職・機械オペレ

ーター・介護医療・組立製造加工 等 
７６ 

販売職・運輸物流・事務職・機械オペレ

ーター・介護医療・組立製造加工 等 
８１ 

うち県内 

就職者数 
５３  ５５  ８１ 

卒業総数 ２０８  ２０９  ２３６ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

地元へ就職し、自宅からの勤務を希望する生徒が多いです。本校は千葉・市原市内が中

心となります。身体を動かすことが好きな生徒が多く、本年度は全希望者のうち約６割

が製造業（特に食品製造）やサービス業（販売・クリーニング清掃、ゴルフ場等）に希

望がでております。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

学習や部活動等一つ一つに真剣に向き合う、真面目で素直な生徒が多いです。また、仲

間を大切にし、チームワークを第一に考えて行動するため学級ごとの団結力が優れてい

ます。外国にルーツを持つ生徒も多数在籍しており、得意の英語力を活かした就労を希

望しております。 

毎年夏季休業中 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
宜しくお願い申し上げます。 

mailto:a.oogsh@chiba-c.ed.jp
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツ カマガヤニシコウトウガッコウ 
進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立 鎌ケ谷西高等学校 田中 遼平 047-446-0051 鎌ケ谷市 
男性 55％ 

女性 45％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/kamagaya-west/ 連絡先メールアドレス kamanishishinro@gmail.com 

学科編成 普通科のみ 

進路（就職） 

指導支援の方針 

①生徒がしっかりと「自己分析」をして、向いている職業や可能性をしっかり探る。 

②「職業理解」を深め、さまざまな職業をよく知った上で決定する。 

③就職を含めた「将来設計」をしっかりと考えて、仕事を人生の一部として位置づける。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

1 学年：職業調べ（集合 2 時間）、キャリア講演会（集合 1 時間）、職業体験学習（集合 2 時間）、インターシ

ップ（個別）  2 年生：自己理解調査（集合 1 時間）、インターンシップ（個別）、分野別説明会（集合 4 時

間）、企業見学（個別）  3 年生：就職ガイダンス（2 時間）、公務員講座（集合）、面接指導（集合・個別） 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 66 
販売、事務、飲食、介護、機械オペレー

ター、公務員 など 
87 

販売、事務、飲食、介護、機械オペ

レーター、公務員 など 
69 

うち県内 

就職者数 
59  78  60 

卒業総数 245  208  219 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

業種はさまざまな分野に進んでいるが、女子生徒は事務職の人気が高い。男子は販売や

製造業などを中心に、多岐にわたっている。自宅から通勤することを望む生徒が多いた

め、県内を希望することが多い。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

例年は元気で明るい生徒が多いが、今年度は比較的おとなしくまじめな生徒の割合が高

い。また、コロナの影響もあるのか、堅実な考えをもち家庭で相談していることが多い。 

例年は夏期休業中 

2020 年度は中止 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
可能な限り企業見学の実施をお願いします。 

 

カナ チバケンリツクジュウクリコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立九十九里高等学校 成田勝弘 0475-76-2256 山武郡九十九里町 
男性５２％ 

女性４８％ 

HP アドレス  連絡先メールアドレス k.nrt8@chiba-c.ne.jp 

学科編成 

普通科 3 クラス 

2 年次より生活デザイン（服飾系）・生活デザイン（食物系）・ビジネス基礎・文系進学・理系進学の 5 つのコ

ースに分かれ、進路希望にきめ細かく対応できるようにしている。 

進路（就職） 

指導支援の方針 

社会に出て通用する生徒を育てるという学校目標の下、1 年次よりキャリア教育に重点を置き、半数以上いる

就職希望者にもきめ細かく対応し、納得の行く進路実現を目指している。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

1 年：進路演劇ガイダンス・校外学習における会社見学・分野別職業体験会 

2 年：分野別進路説明会・分野別進路相談会・グループワーク体験会 

3 年：分野別進路相談会・就職対策講座・進学対策講座 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ４９ 製造・事務・販売・物流 ３８ 製造・事務・福祉・販売  

うち県内 

就職者数 
４８  ３８   

卒業総数 １０６  ９０   

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

男子は近隣の製造業を希望する傾向がある。また男女問わずコースで学んだことを生か

すため、事務・販売・サービスを希望する生徒も多い。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

入学時から進路選択では就職を意識している生徒が過半数いる。本校に限らず、おとな

しいがルールや言われたことはきちんと出来る生徒が多い。しかし就業してからリーダ

ーシップを発揮し活躍している卒業生もいると聞いている。 

 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｹｲﾖｳｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立京葉工業高等学校 岩城弘和 043-251-4197 千葉市稲毛区 
男性 95％ 

女性 5％ 

HP アドレス http//www.chiba-c.ed.jp/keiyo/th 連絡先メールアドレス h.iwk2@chiba-c.ed.jp 

学科編成 各学年 機械科 2 クラス、電子工業科 2 クラス、設備システム科 1 クラス、建設科 1 クラス 

進路（就職） 

指導支援の方針 

企業様と協力・連携を図り、望ましい職業観・勤労観の育成に努め、生徒が主体的に進路を選択/決定できる

よう支援しています。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

・進路ガイダンス ・分野別進路説明会 ・面接対策講座 ・履歴書の書き方 

・クレペリン検査 ・進路模試 ・個別相談 ・事前及び事後指導（会社見学、入社試験） 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 134 製造、メンテナンス、機械オペレーター」 125 製造、メンテナンス、機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 126 

うち県内 

就職者数 
120  112   

卒業総数 218  210  215 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
製造業、情報通信業、建設業がほとんど。事務職は数名。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

専門的な知識や技能を活かせる職種に就く生徒が多いです。また、従来の「厳しい指導」

や「言われなくても分かるはず」がだんだん通じなくなっていると思います。 

夏季休業中 

各工業科で対応 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
真面目だが「おとなしい生徒」や「要領の良くない生徒」を受け入れてくれる企業の方と話をしたいです。 

 

カナ チバケンリツサクラニシコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立佐倉西高等学校 小出 徳江 043-489-5881 佐倉市 
男性６０％ 

女性４０％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakuranishi-h 連絡先メールアドレス  

学科編成 普通科（福祉コースあり） 

進路（就職） 

指導支援の方針 
生徒ひとり一人に対応し、生徒にとって最適な進路決定を目指す。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
就職担当者による就職希望生徒に対する個別面談、個別対応。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ６３  ４４  ３３ 

うち県内 

就職者数 
  ４０  ２ 

卒業総数 ２３２  ２１７  １８６ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
勤務先、職種、休日、給料 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

明るく、真面目で、心優しい。大変家族想いな生徒が多く、弟や妹を進学させたいため、

自分は就職するという生徒や、弟や妹のために自宅から近い就職先を選択している。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
良いところはもちろんのこと、他者と比較して厳しいところも教えていただけるとありがたいです。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ サクラミナミコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立佐倉南高等学校 藤間 靖隆 043-486-1711 佐倉市 
男性４７％ 

女性５３％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakuraminami-h/ 連絡先メールアドレス homepoko@yahoo.co.jp 

学科編成 普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
生徒の希望や適性に合った進路指導を展開する。進路決定率９５％越えを目指す。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
就職指導講座、進路ガイダンス 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ３８ 現業、販売、介護職、美容、事務 ４３ 現業、介護職、美容見習、事務 ４６ 

うち県内 

就職者数 
３６  ４１  ４４ 

卒業総数 １７７  １８７  １８１ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

女子は事務職希望者が多い。男子は職種にこだわりがない傾向にある。就職希望者のう

ち 3 人に 2 人は女子である。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

近年、指導に従順で素直な生徒が増えている。 

 

平成２８年度まで実

施していた。 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 

 

カナ チバケンリツサワラコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立佐原高等学校 岡根康裕 0478-52-5131 香取市 
男性５５％ 

女性４５％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp 連絡先メールアドレス y.ok6@chiba-c.ed.jp 

学科編成  全日制 普通科（3 年７クラス、１，２年６クラス） 理数科（各学年１クラス） 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 生徒の志望を重視し、適性等も考慮して、保護者と連携して指導支援する。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
公務員模試、公務員志望者向け説明会（専門学校に依頼）、卒業生による社会人講話（分科会形式） 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ５  公務員 ８  公務員、事務職 ５ 

うち県内 

就職者数 
３  ５  ５ 

卒業総数 ３０９  ３２２  ３２０ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
 全員が公務員志望。ほとんどが事務職。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

 まじめで努力家であり、我慢強く、思いやりがある。指示されたことを正しく理解し、

前向きに捉えて行動できる 

千葉県事務職。医療

機関での医療業務 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 特になし 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツサワラコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立佐原高等学校（定時制） 岡澤弘樹 ０４７８－５２－５１３１ 香取市佐原 
男性 47% 

女性 53% 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/sawara-h/ 連絡先メールアドレス h.okzw4@chiba-c.ed.jp 

学科編成 普通科各年次１クラス４学年構成 

進路（就職） 

指導支援の方針 
生徒の希望と実態を踏まえ、卒業までの４年間を見通した計画的な進路指導 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
外部講師を招いての職業体験ガイダンス・進路講演会・ハローワークとの連携 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ５ 製造 ９ 製造 １０ 

うち県内 

就職者数 
４  ８   

卒業総数 ９  １２   

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
製造業への就職者が結果として多い。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 
明るく屈託のない生徒が多い  

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
職場見学に伺った際はよろしくお願いいたします。 

 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｼｮｳﾅﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立沼南高等学校 吉澤裕之 04-7191-8121 柏市 ２：１ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/shonan-high/ 連絡先メールアドレス  

学科編成 
 普通科 （2 年次より４コース制） 

 ・健康スポーツ学系 ・情報ビジネス学系 ・環境サイエンス学系 ・文化コミュニケーション学系 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 本人の希望を尊重した上で、身だしなみや基本的な礼儀作法等を重点的に指導 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
 ３年間を通したキャリアガイダンス（含インターンシップ）、ハローワークジョブサポータとの連携 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 62  運搬、販売 64  サービス、販売 81 

うち県内 

就職者数 
43  56   

卒業総数 151  142  151 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
 事務、販売、製造、保安、運送、食品等 多岐にわたる 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

 実直で素直。 

 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 内定者に対して２学期（課業中）に懇親会や研修を企画することは避けてもらえないでしょうか 



- 9 - 

 

採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツチバコウギョウコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立千葉工業高等学校 大木 正臣 043-264-6251 千葉市中央区 
男性 94% 

女性 6％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/chiba-th/ 連絡先メールアドレス m.ook6@chiba-c.ed.jp 

学科編成 
本校は、昭和１１年 4 月に、千葉県で最初にできた工業高校を前身としている。現在、全日制の学科には、工

業化学科、電子機械科、電気科、情報技術科、理数工学科が、定時制の学科には電気科、機械科がある。 

進路（就職） 

指導支援の方針 

県内の広範囲から生徒が通学しており、多くの生徒が工業高校の特徴を活かして様々な資格を取得し、工業関

係の大会等でも活躍している。8２年に渡り積み重ねられた伝統をさらに発展させ、次代を担う新しい技術者

の育成のために、職員・生徒が一体となって取り組んでいる。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

４月進路希望アンケート、進路別校内ガイダンス、５月進路見学、6 月保護者面談、保護者向け就職ガイダン

ス、７月外部講師による就職ガイダンス、インターンシップ（２学年）、10 月２学年向け求人票説明会、進路

ガイダンス（１･２学年）、１･２月各種適性検査、先輩からの進路報告会、３月卒業生を囲む会等 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 177 
専門的・技術的職業、生産工程の職業、

機械運転の職業、運搬の職業 
176 

専門的・技術的職業、生産工程の職

業、輸送・機械運転の職業 
139 

うち県内 

就職者数 
37  32  25 

卒業総数 269  261  260 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

(工業化学科）白鳥製薬、三井化学、（電子機械科）京成電鉄、JFE スチール、日本製鉄、

トヨタ自動車（電気科）荏原製作所、JFE スチール、東京電力パワーグリッド、（情報

技術科）キャノン、サクシード、（理数工学科）日本製鉄、デンカ、等                  

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

生徒の特徴としては、３ヶ年皆勤、部活動加入率、資格取得率等が比較的高く、明るく、

挨拶もできる生徒である。 

第 2 学年の希望者 

夏休み、2 学期以降 

3～5 日位 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
日頃より、大変お世話になっております。今年度も引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 

 

カナ チバケンリツチバショウギョウコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立千葉商業高等学校 竹田 大起 043-2５１-６３３５ 千葉市中央区 
男性 50% 

女性 50％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/chiba-ch/ 連絡先メールアドレス t.tkd25@choba-c.ed.jp 

学科編成 
情報処理科 ２クラス 

商業科   ６クラス 

進路（就職） 

指導支援の方針 
進路決定率１００％を目指し、集会や書面にて指導している。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

インターンシップは今年度に限って全体では実施しない方向性である。 

また、外部講師に講話を依頼している。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １００ 
事務職、販売職、現業職等、多岐にわたってい

る 
１１０ 

事務職、販売職、現業職等、多岐にわた

っている 
９０ 

うち県内 

就職者数 
７０  ７０  ６０ 

卒業総数 ３２０  ３２０  ３２０ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

事務職は６割程度、残りは販売職や現業職等、商業高校関連以外の職種についても例年

就職させていただいている。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

校則を正しく守り、勉学に一生懸命励むとともに部活動も一生懸命である。 

素直な生徒が多く、任された仕事は責任を持って取り組む。 

また、商業高校ならではの資格取得者も多く即戦力となれる。 

個別対応のため 

要相談 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
よろしくお願いいたします。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂﾁﾊﾞｼｮｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ(ﾃｲｼﾞｾｲ) 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立千葉商業高等学校（定時制） 千葉雅也 043-251-6335 千葉市中央区 
男子５８％ 

女子４２％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/chiba-ch/teiji/ 連絡先メールアドレス m.chb14@chiba-c.ed.jp 

学科編成  商業科 7 学級（校内 9 学習集団），単位制・2 学期制 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 個々の生徒に応じた進路指導を心掛けています。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
 進路ガイダンス，キャリアパスポート，校内進学説明会，校内就職説明会，実務代替 等 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １３ 
事務職，販売職，営業職，サービス， 

機械オペレーター，ホテル 等 
１８ 

事務職，販売職，営業職， 

機械オペレーター，介護職 等 
９ 

うち県内 

就職者数 
１３  １７  ９ 

卒業総数 ２９  ４０  ２６ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

 定時制の課程ということもあり，働きながら学んでいる生徒も少なくありません。 

 従って上記就職者数には，学校斡旋による新規就職者数の他に在学中からの仕事を継

続した人数や縁故等による就職の人数も含まれています。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

 温厚で責任感の強い生徒が多いと思います。在学時より仕事と学校生活の両立を心掛

け，仕事の大切さについて身をもって知っている生徒が少なくありません。 

 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

 企業様の御協力を得ながら，連携して生徒の適性に合った進路を探していきたいと思います。 

 どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

カナ ナガレヤマコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立流山高等学校 田中 睦 04-7153-3161 流山市 
男性 53% 

女性 47% 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/nagareyama/ 連絡先メールアドレス m.tnk111@chiba-c.ed.jp 

学科編成 
園芸科 3 クラス（内、園芸コース 2 クラス、生活科学コース 1 クラス） 

商業科 1 クラス、情報処理科 1 クラス 

進路（就職） 

指導支援の方針 

・生徒と保護者からの進路相談や面接・作文などの自己表現の練習を実施して、進路実現を援助する。 

・発達段階に応じた勤労観・就労観の育成を目指す。 

・上記目標達成のため、ホームルーム・放課後等を利用した進路学習を積極的に推進する。専門科目では、実

践的なカリキュラムを取り入れ、社会人としての資質を養う。 

・企業訪問等による情報収集に力をいれる。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

・年２回の外部講師による進路ガイダンスを１年次から実施。 

・３年生対象に進路別の準備講座を実施。（就職は 1･２学期に 12 回を予定） 

・園芸科就業体験（夏季休業中）・専攻実習、商業科・情報処理科職場見学・税務セミナー 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 71 事務、販売、営業、サービス、製造等 74 
事務、販売、営業、サービス、製造

等 
66 

うち県内 

就職者数 
58  60  未定 

卒業総数 193  197  193 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

・幅広い分野での実績があるが、農協・フラワーコーディネート・プログラマー・SE 等

の専門高校ならではの業種・職種へ毎年複数名が就職している。 

・東葛地域を中心とする県内での就業を希望する生徒が多い。（就職者の８割前後） 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

・周囲と協調して粘り強く物事にあたる能力に長けた生徒が多い。特に就職希望者にそ

の傾向が強く見られる。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
各企業の社内教育の現状とそれをふまえて生徒に求められる資質や能力はどのようなものでしょうか。 

 

https://cms1.chiba-c.ed.jp/chiba-ch/teiji/
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツナガレヤマキタコウトウガッコウ 
進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立流山北高等学校 藤枝力  04-7154-2100 流山市 
男性 5４% 

女性４６％ 

HP アドレス http://cms2.chiba-c.ed.jp/nagareyamakita-h/ 連絡先メールアドレス taikenrenraku@yahoo.co.jp 

学科編成 

全日制普通科 一学年６クラス 二学年６クラス 三学年６クラス 

 

 

進路（就職） 

指導支援の方針 

①「総合学習」、「インターンシップ」、「各種ガイダンス」を用いたキャリア教育で、職業に対する的確な認識

や自己適性、判断力を養い、ミスマッチの起こらない進路選択に結びつける。 

②進路未決定者（フリーターなど）を極力少なくする。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

１年次は各種進路ガイダンスで「職業理解」に重点を置き、２年次にはインターンシップを中心とした事前・

事後指導を通して「働くことの意義」をより深く考えさせる。これらを踏まえた上で、３年次には入社試験に

向けて実践的なトレーニングを行うことで、進路実現を目指す。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １００ 
販売職・事務職機械オペレーター、組み立て

加工 等、 
８９ 

販売職・事務職・機械オペレーター、組

み立て加工 等、 
８５ 

うち県内 

就職者数 
８５ 

販売職・事務職機械オペレーター、組み立て

加工 等、 
８０ 

販売職・事務職・機械オペレーター、組

み立て加工 等、 
８０ 

卒業総数 １９０  ２１２  ２１３ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

毎年、幅広い職種への就職をしており、割合も年によって波があるため、特筆すべき傾

向はありません。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

積極性にやや欠ける面はあるが、おおむね素直で、優しい生徒が多い。 

 

 

２年次の１１月に全員対象で３日

間のインターンシップを実施して

いる 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

今後、オンラインによる説明会や入社試験が増えるのかもしれませんが、千葉県の公立高校は環境のインフラが後手

に回っているので、状況の共有をしつつ進められるようお願いしたいと思います。 

 

カナ チバケンリツナガレヤマミナミコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立流山南高等学校 早川 由香利 ０４－７１５９－１２３１ 流山市流山 ５０／５０ 

HP アドレス 
https://cms2.chiba-

c.ed.jp/nagareyamaminami-h/ 
連絡先メールアドレス ryunanshinro@gmail.com 

学科編成 普通科 8 クラス 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 未定者をゼロにする。きめ細かな指導をする。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
 就職ガイダンス（１０回）、面接模擬講座（４回）、SPI 講座 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ７１ 製造職、販売職、物流関係 等 ７０ 製造職、販売職、物流関係 等 ３９ 

うち県内 

就職者数 
６９  ６７   

卒業総数 ３０８  ３１０   

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
 男子は製造業、女子は販売業が多い。場所柄近年、物流関係が増えつつある。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

 素直な生徒が多い。学力は高くはないが、礼儀正しく、朴訥な生徒が多い印象。 

 スポーツコースが一クラスあり、運動も盛んで、体を動かすのが得意な生徒が多い。 

 

希望があれば実施 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 たくさんの企業と直接お話ししたいと思います。お忙しいとは思いますが、ご来校いただければ幸いです。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツナリタセイリョウコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立成田西陵高等学校 千田 茂夫 0476-26-8111 
成田市 

松崎 

男子６４％ 

女子３６％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/naritaseiryo-h/ 連絡先メールアドレス t.oon19@chiba-c.ed.jp 

学科編成  園芸科、土木造園科、食品科学科、情報処理科 

進路（就職） 

指導支援の方針 

 生徒のミスマッチをなくすために企業選びを慎重に行っている。ハローワークや先輩からの情報等を活用

し、生徒へ説明をしている。夏季休業中に行う企業訪問は複数の企業を訪問するようにしている。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
 外部講師を活用した進路ガイダンス、面接指導、企業情報の提供 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １００  建設、保安、販売 １０１  建設、保安、販売 １００ 

うち県内 

就職者数 
９８  建設、保安、販売 ９８  建設、保安、販売 １００ 

卒業総数 １７０  １８１  １８３ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

 成田空港が近隣にあるため、空港関連の企業を希望する生徒が例年多い。本校の専門

学科で学んだことを生かした企業の希望も多い。自宅からの通勤を希望する生徒が多

く、県内の企業に概ね就職する。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

 落ち着いた生徒が多く、基本的な生活習慣をきちんと身につけ学校生活を 

送っている。 

夏季休業中 

土木造園科と 

食品科学科が実施 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 不採用になった場合、その原因を伝えてくれると今後の指導に役立つので是非お願いしたい。 

 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂﾉﾀﾞﾁｭｳｵｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立野田中央高等学校 森山充枝 O4-7125-4108 野田市 
男子 40％ 

女子 60％ 

HP アドレス  連絡先メールアドレス m.mrym14@chiba-c.ed.jp 

学科編成 普通科：２年次より、文系クラス６，文系特進クラス１、理系クラス１に分かれる。 

進路（就職） 

指導支援の方針 
学校斡旋希望生徒を進路指導部職員、学年職員が内定まで支援する。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
１年次より職業ガイダンスを始めとする進路分野別ガイダンスを年２回程度実施。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ６２ 販売職、製造職、事務職、技能職 ６１ 販売職、製造職、事務職、技能職 ５５ 

うち県内 

就職者数 
４０  ４１  ３０ 

卒業総数 ３１５  ３５５  ３１５ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

女子は販売職、事務職を希望。男子は製造職、技能職を希望する傾向がある。 

また、地元で就職を希望し、親元から通勤したいという生徒が多い。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

素直で純朴な性格の生徒や、明るく他者とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれる生徒が多いが、自らリー

ダーとなって集団を引っ張る生徒は少ない。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
コロナウィルス感染拡大における高校生の求人への影響はどの程度続くか。 

 
 

mailto:t.oon19@chiba-c.ed.jp
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツフナバシトヨトミコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立船橋豊富高等学校 田中哲郎・奥山祥明 047-457-5200 船橋市豊富町 
男子 60％ 

女子 40％ 

HP アドレス http://cmsl-chiba-c.ed.jp/toyokou/ 連絡先メールアドレス toyoshinro@gmail.com 

学科編成 普通科 ２・３学年 6 クラス １学年５クラス 

進路（就職） 

指導支援の方針 
生徒一人一人が自己の将来を見通し、それぞれが社会に有用な勤労観・職業観を得られるようにする。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
インターンシップ 仕事の学び場 進路説明会 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 96 専門職、事務職、販売職、介護職  91 専門職、事務職、販売職、介護職 70 

うち県内 

就職者数 
96  91  70 

卒業総数 186  179  171 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

女子生徒は事務職、販売職を希望する者が多い。本校は福祉コースを設置している関係

上、介護職の希望も一定数ある。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 
比較的素直で穏やかな性格の生徒が多い。若干、積極性に欠ける者が見受けられる  

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

上記のような生徒が多いので、手がかかる面も多々ありますが、面倒を見ていただければ良き働き手になろうかと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

カナ チバケンリツフナバシホウテンコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立船橋法典高等学校 山田淳悟 047-438-0721 船橋市 
男性 43.5% 

女性 56.5％ 

HP アドレス https://www.chiba-c.ed.jp/f-houden-h/ 連絡先メールアドレス 
hodenshinro@yahoo.co.jp 

j.ymd8@chiba-c.ed.jp 

学科編成 普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 

〇自己理解の深化と自己受容 〇他者理解の深化の広がり 〇望ましい人間関係の形成  

〇選択基準としての勤労観･職業観の育成 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

○ポートフォリオやクラッシー，キャリアパスポートやアンケート等を用いた総合的な進路支援 

〇PDCA サイクルによる基礎学力定着のための授業改善 

○面接指導講座 志望理由書書き方講座 就職面接講習会等 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 78 販売職・事務職・製造・運輸 等， 51 販売職・事務職・製造・運輸 等， 42 

うち県内 

就職者数 
44  34  30 

卒業総数 215  221  233 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

どちらかというと販売・小売と製造業，運輸業が多い。販売・小売りが 22％。 

製造業も 22％である。運輸業も 22％。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

基本的に就職希望者は，真面目で出席状況も良く，夏休みの進路指導にも 

ほぼ全員が参加している。 

昨年は希望者 0 だっ

たが、仕事の学び場

を活用中。 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
特になし。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

 

カナ チバケンリツマツドマバシコウコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立松戸馬橋高等学校 遠藤宏至 04７-３４５-３００２ 千葉市松戸市 
男性 50% 

女性 50％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/matsudomabashi-h/ 連絡先メールアドレス h.endu16@chiaba-c.ed.jp 

学科編成 普通科 8 学級  

進路（就職） 

指導支援の方針 

１年次 ・自己理解に努める     

２年次 ・職業と人生設計について考える  

３年次 ・進路希望実現に向けて努力する 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
キャリアカウンセラーの導入、段階に合わせた講演、 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 76 製造、販売、配送サービス 67 製造、販売、配送サービス 5 

うち県内 

就職者数 
34 製造、販売、配送サービス 33 製造、販売、配送サービス 2 

卒業総数 317  318  120 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
自宅から通える範囲の就職先を選ぶ傾向がある。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 
就職、大学、短大、専門学校など、進路先が幅広い。 

（期間など、詳細実績等

ご入力可） 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
特になし 

 

カナ チバケンリツマツドコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立松戸高等学校 大場伸児 047-341-1288 松戸市 
男性 26％ 

女性 74％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/matsudo-h/ 連絡先メールアドレス s.oob4@chiba-c.ed.jp 

学科編成 各学年 6 クラス（普通科 5 クラス・芸術科 1 クラス） 

進路（就職） 

指導支援の方針 
適性および志望に応じた柔軟な指導 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
インターンシップ推奨 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 12 事務、製造、販売、消防官、巫女 6 
販売、事務、営業、電車乗務員、巫

女 
9 

うち県内 

就職者数 
9  ３  6 

卒業総数 271  234  236 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
女子生徒が多く、希望職種が事務・販売に偏る傾向が強い。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

女子生徒の割合が７０％を超え、また芸術科が設置されていることから、柔和で穏やか

な生徒が多い。 

期間 3 日 

計 94 名参加 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ 
チバケンリツモバラショウヨウコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立茂原樟陽高等学校 富澤 浩幸 
０４７５－２２－３３

１５ 
茂原市 

男性６６％ 

女性３４％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/mobarasyouyou/ 連絡先メールアドレス h.tmzw3@chiba-c.ed.jp 

学科編成 大学科農業（農業科、食品科学、土木・造園） 大学科工業（電子機械、電気、環境化学） 

進路（就職） 

指導支援の方針 
ミスマッチをできるだけなくし、離職をしなくてすむような就職を目指すよう支援している。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

１年生で職業適性テストを実施し自分の適性を知り、就職して２～３年の先輩からの話を聞く機会や、インタ

ーンシップ、進路活動を終えた３年生から話を聞く機会などを実施している。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １２９ 専門・製造・サービス・事務 １４４ 専門・製造・サービス・事務 １４９ 

うち県内 

就職者数 
９９ 専門・製造・サービス・事務 １１４ 専門・製造・サービス・事務 １４４ 

卒業総数 ２１６  ２３１  ２２５ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

業種では製造業が ４３％、建設業が １３％を占める。職種としては男子は専門・製

造が、女子はサービス・事務が主である。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有り 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

明るく、素直な生徒が多い。目的意識をもって入学してきている生徒が多いが、入学し

てからいろいろな選択肢があることで、逆に悩んでしまう生徒もいる。 

今年度から夏の予定

だが、コロナで中止 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 

 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂ ﾔﾁﾏﾀ ｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立八街高等学校 緒方 暁 043-333-1523 八街市 
男子：50％ 

女子：50％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/yachimata/ 連絡先メールアドレス a.ogt7@gmail.com 

学科編成 全クラス総合学科 1 学年４クラス 

進路（就職） 

指導支援の方針 

入社後のミスマッチを防ぐために、生徒には１人２社以上見学を行くように指導しています。 

入社した後は、簡単に辞めることなく長く会社に勤められるように、心構えから一つ一つ指導をします。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

（１年次）企業訪問・進路分野別説明会・マナー講座・R-cap 

（２年次）インタビュー学習・インターンシップ・金融セミナー 

（３年次）進路ガイダンス・夏休み就職勉強会・面接練習週間 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １１０ 
販売職・事務職・機械オペレーター、組み立て

加工・接客 等、 
１１０ 

販売職・事務職・機械オペレーター、組

み立て加工・接客 等、 
８０ 

うち県内 

就職者数 
１０５  １０９  ８０ 

卒業総数     １５３ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

毎年度３年生の在籍の５０～６０％が民間企業への就職を希望しています。男女比も

半々で有り、その希望職種における傾向はある職種に偏ることがなく、あらゆる職種に

希望し内定をいただいています。その中でも、接客、販売やサービス、製造職などへの

希望が若干多めです。事務職の希望もありますが、なかなか採用内定に至っていません。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

明るく元気に挨拶の出来る生徒が多く、素直で何事にも一生懸命に取り組もうと努力す

る生徒達です。 
２年次秋・３年次秋 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

応募前職場見学の時点から採用選考まで、本校の生徒達を隅から隅までよくご覧いただき、評価してくださると幸い

です。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 
カナ チバケンリツヤチヨニシコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立八千代西高等学校 花田 伸 047(450)2451 八千代市 男女半々 

HP アドレス http://www.chiba-c.ed.jp/yachiyonishi-h 連絡先メールアドレス sinro.yachiyonishi-h@chiba-c.ed.jp 

学科編成  普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 生徒個々の性格、性質を考え、間違いのない選択と自立に向けての活動を意識させる。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

 1 年次の進路ガイダンスから、3 年次の就職ガイダンスまで、生徒の進路希望実現に向け数多くの説明会と

進路相談を実施している。就職支援担当教員を中心に進路指導主事、3 学年就職担当及び学年職員で連携協力

し指導にあたっている。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ７４ 
製造業 運送業 介護職 販売 事務 

サービス業 
７８ 

製造業  運送業  介護職  販売 

事務 サービス業 
８５ 

うち県内 

就職者数 
６０ 

製造業 運送業 介護職 販売 事務 

サービス業 
４６ 

製造業  運送業  介護職  販売 

事務 サービス業 
８０ 

卒業総数 １６８  １６４  １６６ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

上記の業種・職種について、生徒の希望がほぼ均等に分かれている。自宅通勤を希望

する生徒が多いが、中には県内企業に就職を希望しつつ、入寮等自宅外通勤を希望する

生徒も若干名いる。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 
 おとなしくて素直であり、アルバイトで就業経験を積んでいる生徒が多い。  

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 特になし 

 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂﾖﾂｶｲﾄﾞｳｷﾀｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立四街道北高等学校 野々宮 令子 043-422-1788 四街道市 
男子３５％ 

女子６５％ 

HP アドレス http://cms2.chiba-c.ed.jp/yotsukaidokita-h/ 連絡先メールアドレス n.nnmy3@chiba-c.ed.jp 

学科編成  普通科 各学年 6 クラス編成 

進路（就職） 

指導支援の方針 

 生徒の進路実現に向けて、就職指導の充実に努めています。各人の職業観を養いつつ、個々の適性に合致し

た業種・職種の紹介を支援しています。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
 就職希望者に向けて、３年次より就職ガイダンスを 10 回程度実施しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ４６  事務・販売・サービス・製造 ４１ 
 事務・販売・キャディ・製造・オ

ペレーター・空港保安 等 
３６ 

うち県内 

就職者数 
４５  ３９  ３５ 

卒業総数 ２３２  ２２９  ２２３ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

就職希望者のうち、２５％が男子、７５％が女子生徒です。 

事務・販売・サービス・製造職の希望が多く、また、自宅からの通勤を望む生徒・ 

保護者の割合が高いようです。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

 温厚で素直な生徒が多く、積極的に学校生活を送っています。コロナ渦にあって、進

路活動に不安を抱いている者もおりますが、保護者や教員と相談をしながら、活動を進

めています。 

 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

 新型コロナウィルスの影響もあり、苦慮されているとは承知しておりますが、実際に企業を見学する機会（ｗｅｂ

ではなく）を設けていただけたら幸いです。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツワカマツコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立若松高等学校 市原智浩 
043-232-5171 

内線６０ 
千葉市若葉区 

男性 40% 

女性 60% 

HP アドレス http://www.chiba-c.ed.jp/chb-wakamatsu-h/ 連絡先メールアドレス t.ichhr11@chiba-c.ed.jp 

学科編成 全日制の課程普通科・１学年８学級・全２４学級 

進路（就職） 

指導支援の方針 

「分かる授業」により生徒の学力向上を図り、生徒・保護者が目指す進路選択の実現及びキャリア発達の充実

につなげる。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
進路ガイダンスの開催・進路ロングホームルームの実施・進路通信の発行 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ２４ 販売職・事務職・警備・製造業 １５ 販売職・事務職・看護職・警備 ３１２ 

うち県内 

就職者数 
２２  １４   

卒業総数 ３１９  ３１２   

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
女子のほとんどが販売や事務・男子は製造業・運輸業・ゴルフ場など 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

規範意識が高く、真面目な生徒が多い。勤務先での評判も良い。 

 
看護・保育体験 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
業務内容の丁寧なご説明があればありがたいです。よろしくお願いいたします。 

 

カナ マツドシリツマツドコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 松戸市立松戸高等学校 篠田 賢人 047－385－3201 松戸市紙敷 
男５０％ 

女５０％ 

HP アドレス http://www.matsudo.ed.jp/ichimatsu-h/ 連絡先メールアドレス  gtsk777@gmail.com 

学科編成 普通科 7 クラス 国際人文科 1 クラス 

進路（就職） 

指導支援の方針 
生徒の希望に添う就職先を提示し、早期離職を防ぐため、1 学年から会社説明会などを実施 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
産学連携を考えており、１．２年にインターンシップと SDGｓ解決に向けた研究と発表 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数   １１ 営業 事務 駅係など ５ 

うち県内 

就職者数 
  ８   

卒業総数   ３５９  ３６１ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
  

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有り 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

生徒の就職への傾向は特に見られない、1 年次から就職を考えさせないとミスマッチに

なり得る。 

 

長期休暇中 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
インターンの受け入れや産学連携などにご対応よろしくお願いします。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ 

アイコクガクエンダイガクフゾク 

ヨツカイドウコウトウガッコウ 
進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 愛国学園大学附属四街道高等学校 屋城 恵子 043-421-3533 四街道市 女子 100％ 

HP アドレス 
http://www011.upp.so-

net.ne.jp/aikokuyotukaido/ 
連絡先メールアドレス aikokuy@ad6.so-net.ne.jp 

学科編成 普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 

個々の特性に応じた進路選択を助言している。 

履歴書の書き方、面接練習などを丁寧に指導している。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
特になし 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 13 空港関係、美容 11 販売、接客、美容 12 

うち県内 

就職者数 
13  11   

卒業総数 67  47  33 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
美容、販売、接客などが多い 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 
まじめな生徒が多く、清掃活動等にも積極的に取り組んでいる  

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
できるだけ多くの求人を頂けるとありがたいです。 

 

カナ ケイアイガクエンコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 敬愛学園高等学校 今井 洋一 043-251-6361 千葉市稲毛区 
男性 52％ 

女性 48％ 

HP アドレス http://www.hs-keiai.ac.jp/ 連絡先メールアドレス y-imai@hs-keiai.chiba.jp 

学科編成 普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
情報を大事に、見学の機会を出来る限り利用させていただき、第一希望を決定し指導する。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

1 年次の総合的な探求の時間において、近隣の企業・団体等からのご指導を賜り、調べ学習から発表まで行っ

ている。就職支援に関しては、個別に対応。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 12 販売、サービス、生産工程 9 販売、サービス、輸送・機械運転 10 

うち県内 

就職者数 
11  6  ？ 

卒業総数 322  382  405 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
例年少人数で、傾向に関しては特筆すべきものがないように存じます。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

素直で控えめな生徒が多いです。半面、自身のすべきことが明確になった際は感心する

ほどの積極性と努力を見せる傾向があります。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
特にありません。職場見学の際お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ セイトクダイガクフゾクジョシコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 聖徳大学附属女子高等学校 秦野かおり 047-392-8111 千葉県松戸市 女子 100％ 

HP アドレス https://www.matsudo-seitoku.ed.jp/ 連絡先メールアドレス hatano.kaori@wa.seitoku.ac.jp 

学科編成 普通科（特進クラス・進学クラス）、音楽科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
自己実現が可能な進路を探す 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
進路指導部主催による職業体験、職業体験報告会、卒業生講演会 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 0  0  2 

うち県内 

就職者数 
    

 

 

卒業総数     128 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

例年は就職より進学を希望する生徒ばかりですが、2021 年 3 月卒業予定者の中には、

高校 2 年生の段階から、早く人の役に立ちたい、社会に貢献したいと考えている生徒が

います。業種や職種に関してはまだ検討中です。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

素直で心優しい生徒が多いです。小笠原流礼法を週に 1 時間学び、本校の教育理念であ

る「他者を思いやる」精神を身に着けた生徒ばかりです。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 

 

カナ チバガクゲイコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉学芸高等学校 木内克之 0475-52-1161 東金市 
男性 70％ 

女性 30％ 

HP アドレス http://www.cgh.ed.jp/ 連絡先メールアドレス kiuchi@cgh.ed.jp 

学科編成 普通科コース制。２年次より進学・公務員・情報・福祉・芸能の５つのコースより選択 

進路（就職） 

指導支援の方針 

生徒一人ひとりが、目的意識をもって進路の選択・決定ができるように、それぞれの個性を伸ばし、学力をつ

けるようにする。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
１年職業別ガイダンス、２年分野別ガイダンス、１・２・３年分野別学校別ガイダンス 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 38 
事務・販売・サービス・保安・生産工程・

建設・運搬・公務員等 
29 

事務・販売・サービス・生産工程・

建設・公務員等 
45 

うち県内 

就職者数 
36 

務・販売・サービス・保安・生産工程・

建設・運搬・公務員等 
28 

事務・販売・サービス・生産工程・

建設・公務員等 
不明 

卒業総数 151  153  167 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

福祉コースがある為、毎年一定数の生徒が福祉施設での就職を希望する。生産工程への

希望者も一定数いる。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有り 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 
素直な生徒が多い。目標をもってその目標に向かって努力する生徒が増えている。 

夏休み（訪問介護員

養成実習）など 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ トウキョウガッカンコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 東京学館高等学校 内山乃利子 043-496-3881 印旛郡酒々井町 
男性６０％ 

女性４０％ 

HP アドレス http://www.tokyogakkan.ed.jp/ 連絡先メールアドレス n-uchiyama@tokyogakkan.ed.jp 

学科編成 普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 

働く目的は人によって違う。どのような目的を持っているのか、それをはっきりさせ、会社や仕事の内容をよ

く理解し納得する就職をしてほしい。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
1 年次企業インターン。2 年次バスツアーによる職場見学、3 年次面接指導 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数   １７ 公務員・警備・製造・販売 ２４ 

うち県内 

就職者数 
  １３  ２０ 

卒業総数 ３５０  ３６０  ３４７ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
就職希望する生徒は、部活動に参加していることが多い 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 
地元志向が強く、学校近辺の企業を希望する  

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 

 

カナ トウキョウガッカンフナバシコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 東京学館船橋高等学校 槙野・大川 047-457-4611 船橋市豊富町 
男性 67% 

女性 33％ 

HP アドレス http://gakkan-f.jp/ 連絡先メールアドレス Okawa-to@gakkan-f.jp（担当者） 

学科編成 普通科・情報ビジネス科・美術工芸科・食物調理科 

進路（就職） 

指導支援の方針 

生徒の興味・関心を尊重 

就職活動を通じて将来を考えることのできる指導 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

就職希望者に向けたハローワーク講師や校内就職担当教員によるガイダンスを開催 

食物調理科については生活産業基礎の教科にて実施。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 36 調理・販売員・製造・一般事務・警備等 27 
調理・点検員・生産スタッフ・大工

等 
34 

うち県内 

就職者数 
20  15   

卒業総数 283  242.  292 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

食物調理科は約半数が就職を希望し、飲食・サービス業界や委託給食等調理師としての

就職を志望することが多い。 

他学科については、様々。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

是非・善悪を自主的に判断し、責任をもって行動できる。思いやりと相互協力の精神が

ある。明るく、礼儀正しい。 

食物調理科はホテル

でのインターシップ

を昨年度は 10 日実

施。他学科は無 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
  

 

mailto:Okawa-to@gakkan-f.jp
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバチイキワカモノサポートステーション 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 ちば地域若者サポートステーション 木原 泰典 043-351-5531 千葉市 
男７割 

女３割 

HP アドレス http://chibasapo.jp 連絡先メールアドレス kihara@chibasapo.com 

学科編成 
厚生労働省・千葉県委託事業の就労支援施設です。現在就学、就労していない 15 歳～49 歳の方が対象で、

無料キャリアカウンセリングと無料グループワークにより就職の支援をしています。 

進路（就職） 

指導支援の方針 

あなたの「一歩踏み出す力」を応援します！個人面談とグループワークで就職に必要な力をつけ、職場体験 

で働くイメージをつけて就職まで継続的な支援をしています。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

・キャリアコンサルタント、臨床心理士、相談支援員による個別面談 ・就労に必要な力をつけるためのグル

ープワーク ・企業内での職場体験 ・企業理解を深めるための職業人講話等 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ５９ 接客販売、福祉介護、情報通信、清掃等 ８４ 接客販売、福祉介護、情報通信等 未定 

うち県内 

就職者数 
５９ 

 

 
８４ 

 

 
未定 

卒業総数 ６３  ９１  未定 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

年度により違いはあるが、体力が必要な業種、職種は避ける傾向がある。 

 

 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

真面目で優しく、コミュニケーションが少し苦手な利用者が多い。 

理系高学歴の利用者も多い。 
有り 

求人企業へのご意見、ご要望、

ご希望 
年 2 回（千葉市、八千代市）合同企業説明会開催（無料）。詳細は担当者までお問い合わせください。 
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