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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。 

 

カナ アマハコウトウガッコウ 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 千葉県立天羽高等学校 小倉 一志 0439-67-0571 富津市 
男性 6５％  

女性 3５％ 

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

学科編成 
 普通科１学年４学級、２学年・３学年各３学級（２年生から文理コース１学級、実務コース１学級、生活コ

ース１学級） 令和２年度入学生から工業基礎コースを設置し、４コース制に（授業は２年生から） 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 地域連携アクティブスクールの特徴を活かし、卒業後は自立した社会人として活躍できる人材を育てる。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

・全学年で進路ガイダンスを実施  ・２年生６月にインターンシップを実施（全員） 

・３年生１学期に業種別のガイダンスを実施（総合学習の地場産業を知るという目的を兼ねて全員参加） 

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 
鉄鋼製造職・機械オペレータ・キャディ・

販売職・介護職・事務職・窓口業務等 
５４ 

鉄鋼製造職・機械オペレータ・キャデ

ィ・介護職・事務職・窓口業務等 
５０ 

うち県内 

就職者数 
５９  ５４  ４８ 

卒業総数 ９６  ８４  ７９ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

君津市にある製鉄所関連企業への就職（製造職・機械オペレータ等）が最も多く、地場

産業ともいえるゴルフ場関連の仕事（キャディ・フロント・コース管理等）や介護施設

での仕事に就く生徒もいる。また、郵便局・金融機関（信用金庫）へ毎年就職している。

他にはホテルスタッフやスーパーの販売職に就く生徒もいる。 

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 

本校生徒の特長として、中学生までは不登校等で十分に力を発揮できなかったが、高校

入学後は頑張ろうという意欲を持った生徒が入学しています。清掃等の地道な作業を一

生懸命に行う生徒が多いのも特長です。また、進級するにつれて生徒達は成長し、クラ

スの雰囲気が落ち着いてきています。 

６月の３日間 

２年生全員 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

本校は地域連携アクティブスクールとして、高校で頑張ろうという意欲を持った生徒を受け入れています。小規模校

のメリットを活かし、企業や大学など地域の力を活用しながら、自立した社会人を育てることを目標として設置され

た学校です。小規模校のため、生徒に目が届きやすい学校です。今後とも本校へのご支援・ご協力をお願いします。 
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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 チバケンリツイズ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 千葉県立泉高等学校 草葉 真 043-228-2551 千葉市若葉区 
男性５２％ 

女性４８％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/chb-izumi-h/ 連絡先メールアドレス izumishinro@gmail.com 

学科編成 普通科のみ 

進路（就職） 

指導支援の方針 
保護者の合意のもと、本人とのマッチングを十分考えて決定する 

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・各学年ガイダンス 

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 ７１ 販売・現業 ６８ 運輸・販売 ７５ 

うち県内 

就職者数 
６６  ６５  ７３ 

卒業総数 １５２  １４７  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） 
女子は事務職・販売職、男子は製造業・運輸・倉庫等 

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 

近年ではおとなしい生徒が増加 

 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
高卒求人は一日で一回の試験でお願いしたい。 

 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｲﾁｶﾜｽﾊﾞﾙ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 千葉県立市川昴高等学校 大塚 裕章 047-371-2841 市川市東国分 
男性 42% 

女性 58％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/i.subaru-h/ 連絡先メールアドレス ichikawasubaru_shinro@yahoo.co.jp 

学科編成 普通科：各学年８クラス 

進路（就職） 

指導支援の方針 
生徒が自己の進路に明確な意識を持て、希望を実現できる進路指導を行う。 

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：各学年学期１回／３年・就職講座（放課後等）全９回 

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 3 内装職人・事務 5 接客・販売・事務 7 

うち県内 

就職者数 
1 測量補助 0  5 

卒業総数 354  311  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） 

就職者は少数であるため、生徒の意向により年度毎に就職傾向は異なる。 

過去 9 年間の業種別斡旋就職実績は、建設 6、製造 16、食品製造 11、電気ガス 2、

鉄道 2、運輸 7、郵便 5、食品小売 8、販売 7、金融 7、サービス 15、宿泊 5、飲食

5、理美容 6、教育 1、病院 1、介護 9、警備 3。 

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 

基本的な生活習慣（挨拶・礼儀・言葉遣い・時間を守る）には問題がない生徒が多い。

人柄のよい（対人関係を良好に保つことができる）生徒が多い。やるべきことが明確に

示されていれば、それに対してよく頑張る。就業意識にはバラツキが大きいが、一から

丁寧に根気よく仕込めばものになる。 

 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
学校所在地から、例年、都内志向が強いが、地元志向の強い生徒もいます。 
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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 ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｲﾁﾊﾗﾐﾄﾞﾘ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 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。 
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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 千葉県香取市佐原 
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。 
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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 

 

カナ チバケンリツシロ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 千葉県立白井高等学校 宮脇 朝和 047-491-1511 白井市 
男性５５％ 

女性４５％ 

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

学科編成  普通科  全学年 6 学級 

進路（就職） 

指導支援の方針 

 本人の希望を十分聞き取った上で、少し難しい企業を挑戦させる 

 優良企業を薦める 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
 履歴書作成、面接指導、心構えの育成 

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 ２７ 製造、事務、販売、サービス、保安 ２６ 製造、事務、販売、サービス、保安 ２５ 

うち県内 

就職者数 
２７  ２６  ２５ 

卒業総数 ２１６  ２２２  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） 
 事務、製造、販売、サービス、保安 

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 

 県内、自宅から近い職場を選ぶ。 部活動で元気に活動している生徒も多い。 

 家計の状況から就職を希望する生徒が多い 
10 名 

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 チバケンリツセキヤ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 千葉県立関宿高等学校 島 章裕 04-7198-5006 野田市木間ヶ瀬 
男性 55％ 

女性 45％ 

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

学科編成 
普通科３クラス展開（2 年次より、教養コースと情報ビジネスコースの選択制） 

現３年生のみ、３年次４コース（教養・情報ビジネス・芸術・ヒューマンサポート）でクラス分け 

進路（就職） 

指導支援の方針 
自己理解及び社会理解を促進させ、生徒自らの力で個性を生かした進路実現を目指す 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

３年次：進学就職個別指導、社会人としての基礎講座    ２年次：職業適性検査、進路ガイダンス 

１年次：職業体験講座、進路見学会、進路講演会 

介護体験、保育実習、看護・公務員希望者指導なども実施 

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 53 
事務職・食品製造・製造オペレーター・販売・ドライ

バー・倉庫・自動車整備・建設業・介護 
39 

事務職・食品製造・製造オペレーター・販売・

ドライバー・倉庫・自動車整備・建設業・介護 
37 

うち県内 

就職者数 
44  36  31 

卒業総数 82  68  72 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

全卒業予定者のうち、６～７割が学校斡旋での就職を希望。地元志向が強く、自宅か

ら通える範囲（野田、流山、柏、春日部、越谷、吉川、板東、猿島など）で企業を探し

ている。県境が近いため、県内だけではなく埼玉方面や茨城方面の希望も多い。男子人

気は製造や流通、自動車整備。女子人気は事務職、販売、理美容関係。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無し 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

成功体験が少ないためか、自分に自信が無い生徒が多い印象。思うことはあっても、

それを言葉や文章にすることが難しい。自己アピールに派手さはないが、少しずつ地道

に努力を続けることができる生徒が多い。 

 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

自動車免許の取得を入社までに必須ではなく、入社後ある程度まで取得に余裕を持たせて欲しい。家庭の金銭的な

事情で、高校在学中に教習所へ通うことが困難な生徒が増えてきた。 

 

カナ チバケンレ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 千葉県立多古高等学校 加瀨 健司 0479-76-2557 
香取郡多古町 

多古 3236 

男性７0% 

女性３0％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/tako-h 連絡先メールアドレス staticfiresosa3446@yahoo.co.jp 

学科編成 各学年普通科 2 クラス、園芸科 1 クラス 

進路（就職） 

指導支援の方針 
生徒が「自ら考え、選ぶ」進路指導の実現。 

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 11 回、進路体験を聞く会、企業見学、ジョブカフェ、進路ノート、進路ワーク、面接指導等。 

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 ５７ 
製造・製品加工、輸送・運輸関係、建設・建築

関係、事務職 等 
４７ 

製造・製品加工、輸送・運輸関係、建設・

建築関係、事務職 等 
３６ 

うち県内 

就職者数 
５５  ４５  ３６ 

卒業総数 １１２  ９９  ７９ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

過去 2 年間では製造・製品加工が 29.2％で最も多く、次いで輸送・運輸関係が 17.0％、

事務職が 11.3％、建設・建築関係が 10.4％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 

明るくまじめで素直な生徒が多いが、コミュニケーション能力や社会的スキル、望まし

い勤労観・職業観がまだ十分に身についていない生徒も多い。 
夏季休業中に成田空港内及び周辺

の企業 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

例年、企業訪問等にご協力いただき感謝しております。今後とも連携を密にして子どもたちの就職活動にご協力と適

切な情報提供をお願いいたします。 
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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 チバケンリツチバオオミヤ 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 千葉県立千葉大宮高等学校 吉井 佳実 043-264-1981 千葉市若葉区 女子が多め 

HP アドレス http://cms1.chiba-c.ed.jp/chibaohmiya-h/ 連絡先メールアドレス  

学科編成 通信制 普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
卒業見込みを確実にすることが目標。そのうえで進路について考える。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
個別の説明が中心 

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 15 販売、サービスなど 15 販売、サービス、事務など 5 

うち県内 

就職者数 
9 同上 10 同上 4 

卒業総数 150  160  150 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
職種などの傾向をつかむことはむずかしい。現在の仕事（アルバイト）の延長、継続 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無し 

進路（就職）指導担当の先生か

ら見た生徒の特長・特性 

自己管理しながら学習できることが必要。 

 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
他校から入ってくる人も多いので、生活面、精神面でもより多くの経験をした人もいることをご理解願いたい。 

 

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。 
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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 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。 

 

 

 

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 ０４７５－２２－３３１５ 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 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。 

 

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。 

 


