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地元で働くという選択肢

しかし、どんな地方でも隠れた優良企業はあります。

実は業界ではトップシェアを誇る企業、

社長の人柄が魅力的で地域から愛されている企業、

大きくはないけれど社員を第一に考えている企業、

社員がイキイキと働き、成長し、笑顔が絶えない企業………

こうした企業の魅力が若い世代に届かずに、「ここには何にもない」と、

地元から若者が去ってしまう。

これは、非常に勿体ないことです。

地方で活躍する企業の魅力を発信して、若い世代に届けたい。

そして、若い世代にいろんな選択肢を与えたい。

地元のこと、企業のことをもっと知ってもらいたい。

このような思いでCOURSEは誕生しました。

私たちはCOURSEを通じて、若い世代の方々に、将来の多様な選択肢をお届けい

たします。

これがCOURSE（コース）の理念です。

若い世代に「地元で働く」という選択肢を与えたい︕

このような思いでCOURSEは誕生しました。

どうして地元から若い世代が離れてしまうのか︖

COURSEが誕生する1年ほど前、高校生と接する機会がありました。

高校に入学したての頃には「地元で働きたい」という生徒さんが比較的多く

いました。

しかし、3年たって卒業する頃には「地元を出たい」という生徒さんが増え

ていたのです。

「ここには働く場所なんてないでしょ︖」

「きっと都会のほうがいい就職先はたくさんあるよ︕」

「ここは何にもないよね︕」

高校の3年間でこうした意見に変わってしまっていたのです。

×伝える つなげる
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就職応援本COURSEの理念



私たちの調査結果では千葉県における高卒生の就職希望者のうち

実に9割以上が県内での就職を検討しています。しかしながら、地元企業
の魅力を知らないままに県外に就職する学生がいます。

卒業後の就職者の現状 高校新卒の求人数推移

約7,000人
千葉県全域の高卒就職者数

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

26
32

35 38
43

48 (万人)

大卒、中途の採用難が続くなか、高卒生を求める企業が年々増加。
採用難の今、高卒採用へのシフトは必然であり、急務と言えます。

高卒人材が注目されている理由

技術者の高齢化に伴い技術継承に困窮する企業も多いなか
高卒生ならいち早く、そして長期に亘って戦力として活躍できます。

大卒生に向けての採用媒体への掲載、企業説明会への参加に掛かる
コストは100～500万円。高卒生の場合は40～80万円と割安です。

複数企業から内定を獲得する大卒生と比べて、「一人一社制」が原則の
高卒生は内定辞退のリスクは極めて低く、安定した採用活動が出来ます。

県内への就職者数

約5,200人

県外への就職者数

約1,800人 早期戦力化

内定辞退が少ない

採用コスト削減

高校新卒の求人が急増しています
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高校新卒採用の課題

高校生と企業が直接接点を持てない

・ 地元にどんな企業があるのか知らない

・ 企業情報の調べ方も選定基準も分からない

・就職先は県外の方が良いところがありそう

・求人票だけではイメージがわかない

※ハローワークが配布する求人票

高校生が主に目にする求人票には文字だけの情報しかなく企業研究も足りないま

まに学校に指定された企業へ就職することもしばしばです。結果、「思っていた

職場環境ではなかった」と離職してしまうことも多くあるのが現状です。

高校生がより視覚的に企業情報を取り入れやすく、社会人になる準備を整えるサ

ポートが必要だと考えています。

高校生の声高校採用は、厳格なフローが定められている。

厳格な採用フロー

高校生への直接的な
アプローチは原則禁止

求人企業の管轄
ハローワーク

高校生を採用したい
企業

×

就職したい高校生の
いる学校

求人票提出

求人許諾

求人情報提供

求人応募

学校を通じて
求人を応募

求人情報
提供

三者協定（行政・学校組織・主要経済団体）の関与

働いている
イメージが
わかないなぁ︖
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COURSE BOOK以上の情報量。

多くの高校生が持つスマホ、タブレットで

手軽に閲覧できるので、高校生により

深くリーチできるようになります！

COURSE WEB

高校生と企業、そして学校の先生が

一堂に会してコミュニケーションする

掲載企業限定の目玉イベント！

今年からオンライン参加も受付中！

COURSE EXPO

COURSEのメインコンテンツであり

高卒採用メディアのパイオニア。

今年で4号目となり学校からの

認知度、信頼度はトップクラス！

COURSE BOOK

高卒採用が初めての方でも安心。

高卒採用のプロセスから

採用までのノウハウを

お教えします。

サポートサービス

高校生 企業 先生

メディアや実体験を通して

結びつけるプロジェクト

を

高校生の就職活動と企業の採用活動

それぞれの疑問をしっかりクリアにして

より良いマッチングを推進していきます

就職応援本COURSEを活用した「新しい高卒採用」
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車が好きなので車に係れる仕事がしたくて入社しました。お客様と
の接客業務もあるのでコミュニケーション能力も上がったと思い
ます。

車好きなの仕事でいろいろな車を見れたり、車に触れたりまた、
整備や洗車を通していろいろな 車の事が学べたのでこの会社に
入ってよかったと思います。

お客様の車両（財産）をお預かりする仕事の為責任感は強く持ち
続ける必要があります。また車両整備から営業、接客等勉強でき
ることの多さにやりがいを感じています。

佐々木 柔和さん
神明町店
勤続年数　１年
趣　　味　映画、音楽、ドライブ
性　　格　明るく前向きな性格
出身高校　泉高等学校 

髙仲 祐司さん
神明町店
勤続年数　４年
趣　　味　スケボ、スノボ
性　　格　マイペース
出身高校　茂原北陵高等学校

作田 瑛さん
サンライズ国分寺店
勤続年数　５年
趣　　味　映画鑑賞
性　　格　凝り性
出身高校　京葉工業高等学校

いろいろな趣味を持っていて、すごくお
話が上手くて楽しい人です。

Q.社長って、どんな人ですか？

気さくな方で、話すととても面白い方
です！！

Q.社長って、どんな人ですか？

気さくに話しかけてくれて、優しい方 
です。いろいろな車を持っています。

Q.社長って、どんな人ですか？

千葉でもっともっと愛され喜ばれる会社を目指しています！

若い人たちが主役となり、明るく元気で、
お客様から頼りにされるお店を目指しています。
20店舗以上のネットワークで、いろんな店、
いろんなスタッフと、いろんな体験ができます！

社内イベントが
　　　　充実しています！！

「日石レオン」は千葉県内で二十数店舗のガソリンスタンドを運営している会社です。
地元千葉の老舗「（株）堀江商店」の「ガソリンスタンド部門」が独立して「日石レオ
ン」は生まれました。その社名は、出資会社である日本石油（現JXTGエネルギー）と、
Leon（スペイン語でライオン）に由来しています。 
車の燃料の販売はもちろん、洗車、タイヤ、オイル、車検整備、板金塗装やボディーコー
ティングなど、お客様のカーライフを全面的にサポートしています。

「あそこのガソリンスタンド、なんか感じいいよね！」
「いつものガソリンスタンドで聞いてみようか？」
私たちは、地域に根ざした販売活動を通じ、お客様に安全・快適を提供するとともに、
お客様の満足を追求し、お客様から選んでもらえる店舗を目指しています。

地域の皆様の
カーライフをサポート
日石レオン株式会社
代表取締役社長 堀江 秀之介さん

親会社である
株式会社 堀江商店は
創業110周年を迎えた
歴史のある企業です。

▲

▲
▲

株式会社 ユーノスホリエ

日石レオン 株式会社

地域密着型サービスで地域社会を支える企業

サービス

所 在 地 〒260-0022
　　　　　千葉県千葉市中央区神明町32-1
電　　話 043-241-9161
F    A    X    043-243-6010
H        P http://www.horienet.com

設　　立 平成８年
従業員数 332名（アルバイト含む）
事業所数　県内23店舗
事業内容 ENEOSサービスステーションの運営

（株）堀江商店とＪＸＴＧエネルギー（株）
の共同出資による合弁会社です。
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C H I B A
株式会社 堀江商店／株式会社 ユーノスホリエグループ会社

ここはスタッフ
でもOKです︕

COURSEのわかりや

すい誌面デザインと、

「編集力」。

企業の「魅力」を伝

え、学生の「知りた
い

こと」に応えます！

企業情報
各企業の詳細を見開

きでご紹介します。

記事は撮影取材を行

い制作いたします。

インタビュー
経営者の想い

を伝えます

POINT

2

レイアウト
ビジュアル主体で、仕

事内容と雰囲気が一

目で伝わります。

POINT

5

インタビュー
先輩従業員の生の声

で、仕事仲間が見え、

親近感を！

POINT

4

千葉県就
職応援B

OOK

ふるさと
・千葉で

就職を

目指す君
へ

新しいカ
タチの

就職応援
本！
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COURSE

BOOK POINT

1

POINT

3

実寸のページイメージです。 A4サイズ／見開き2ページ

実寸のページイメージです。



COURSE

WEB

地元企業の情報がより分かりやすく︕
COURSE WEBが大幅リニューアル︕

使いやすいデザインで閲覧数アップ︕

COURSE WEBでは画面の見やすさや
サイト全体の使いやすさに特にこだわっています。
WEBサイトの使用感は閲覧数に繋がりやすく
スマホ慣れしている高校生にアピールするには
欠かせない要素の一つです。

新しくなったWEBサイトを
ご覧ください！

https://webcourse.jp/
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今や高校生にとってメインの情報源であるWEBサイト。
COURSE BOOKで知った企業の情報をさらに深堀りしたい、
すき間時間に手軽に会社のことを調べたい、といった高校生のニーズに応
えてCOURSE WEBを大幅にリニューアルしました︕
「勤務エリア」「希望職種」「こだわり条件」から検索できるようになっ
たこと、そして企業の特長を端的に表した“タグ機能”が追加されたことで
企業情報がより手軽で直感的に確認できるように︕
インターンシップ導入企業を簡単に検索できる機能も実装されました︕



COURSE

EXPO

2年生を対象とした、約半年間に亘る社会学習プログラム。
生徒の方々が、企業様の“広報担当”となり求人ポスターを制作。
企業様の魅力をどのようにPRしていくかを企業・生徒の二人三脚で
作り上げていき、完成したポスターを学園祭にて掲出します。
プログラムを通して生徒の方々と企業様、先生方の相互理解を深め
メディア発信だけでは得られない信頼関係を築くことができます。
※実施内容は年度ごとに変更される可能性があります。

COURSE
合同企業説明会は大盛況︕

3年生を対象とした合同企業説明会は大変な盛り上がり。
生徒さんも企業様も楽しみながら参加されていました。

キャリア教育プログラム

PE OX !!!!!

合同企業説明会

合同企業説明会は就職希望の3年生を対象としています。
就職先を決めるべく、進路に対しての意識がより高まった生徒さんに
企業様が様々なツールを使って自社の事業内容などを紹介します。
資料をスクリーンに映写したり、製造過程で使用する工具や生産される
部品などを生徒さんに手に取って実感していただく企業様も。
新たな人材を自社に誘引できるイベントです。

対話、体験型のリアルイベント

※現在開催場所は茂原北陵高等学校のみとなっています。
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BROCHURE

COURSE BOOKの誌面から“ご依頼企業様のページのみ抜粋”した

A3二つ折り(仕上げ A4サイズ)の抜粋パンフレット。

表紙は弊社テンプレートからお選びいただき御社の写真、裏表紙には企業ロゴやアドレ

スを掲載することが可能です！

COURSEに掲載することで先生方への認知は高まりますが、ぜひ高校訪問の際にも抜

粋パンフレットと求人票を一緒にお持ちください。進路指導の先生へ校内掲示板への掲

示を依頼するのもいいと思います！

また、その他、取引先企業様などに配布することで御社の印象をより強く残す営業ツー

ルとして大いに活用できます。

また社内でスタッフに向けて配布すれば社内広報としてモチベーションの向上や企業

ブランディングへの意識を高めることにも役立ちます。

SUPPORT

COURSE BOOK抜粋パンフレット

インパクト抜群！

高卒採用サポート サービス

ノウハウがなくても安心

COURSEでは参加企業様へのサポートも充実しています。

高卒採用のノウハウをまとめた高卒採用スターターキットを掲載企業様にお渡

ししています。余すことなく企業様に共有しており、同様の環境におかれる企業

様には特に取り入れやすく実績に繋がりやすい情報を提供しています。

高卒採用のルールや採用から入社までのスケジュール、求人票の記入方法など

採用活動の手始めから面接、入社に至るまで網羅した強力なサポート。

はじめて高卒採用に取り組む企業様の「こんな時はどうしたらいいんだろう」

という疑問にもしっかりお答えするサービスです。
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VIDEO

YouTubeチャンネルを開設しました！

文章や写真の5,000倍の情報量と言われる

動画コンテンツは、企業様の魅力を伝える

最高のPRツールといえます。

先輩スタッフの人柄や会社の雰囲気など、

高校生が本当に知りたい情報を映像を通して

伝えることが出来るので、書籍やWEBサイトを上回る

ほどの訴求効果が期待できます。

COURSEでは企画から日程調整、撮影、編集まで全て

動画制作チームが行うので高い品質の映像がスムーズ

にお作りできます。

動画は最高の訴求ツール

映像で魅せる企業の魅力

COURSEブランドで制作した動画はすべて

Youtubeにアップロードしています。

映像コンテンツを膨大なYoutubeユーザーに

向けて訴求でき、潜在市場の発掘も期待できます。

さくら印刷は動画を含むデジタルコンテンツの

充実により年間採用応募数100名と

人事採用に大きな実績を出しています。

『COURSE千葉』 Youtubeチャンネル

働くスタッフの姿が一番の広告です
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の利用価値

1

高校生への直接PRが可能！

先生方から県内の高校生一人ひとりに

COURSE BOOKが配られます。

従来のフリーマガジンと大きく異なり

ユーザーの手元に確実に届きます。

3

他社との差別化が可能！

求人票は1校あたり数百枚から二千枚程の求

人票が届きます。そのためそこから選ばれる

のは至難の業。コースに掲載すれば高校生の

選択肢の一つとなりえます。

配布先

№ 配布先 № 配布先 № 配布先

1 茂原高等学校 19 敬愛学園高等学校 37 長生高等学校定時制

2 茂原樟陽高等学校 20 京葉工業高等学校 38 木更津総合高等学校

3 茂原北陵高等学校 21 泉高等学校 39 拓殖大学紅陵高等学校

4 横芝敬愛高等学校 22 桜林高等学校 40 木更津東高等学校

5 松尾高等学校 23 千城台高等学校 41 実籾高等学校

6 千葉学芸高等学校 24 若松高等学校 42 四街道高等学校

7 東金高等学校 25 土気高等学校 43 成東高等学校

8 東金商業高等学校 26 姉崎高等学校 44 千葉経済大学付属高等学校

9 九十九里高等学校 27 市原高等学校 45 安房拓心高等学校

10 一宮商業高等学校 28 市原緑高等学校 46 中央国際高等学校

11 大原高等学校 29 市原八幡高等学校 47 袖ケ浦高等学校

12 大多喜高等学校 30 京葉高等学校 48 茂原公共職業安定所

13 生浜高等学校 31 東総工業高校 49 農業大学校

14 千葉工業高等学校 32 大網高等学校 50 県立中央図書館

15 千葉商業高等学校 33 八街高等学校 51 四街道北高等学校

16 千葉聖心高等学校 34 千葉黎明高等学校 52 千葉南高等学校

17 千葉明徳高等学校 35 文理開成高等学校

18 犢橋高等学校 36 長狭高等学校

前号は千葉県内52校へ4,772部 配布しました！

COURSEは高校の進路指導ツールとして活用されています。

高校の先生方から生徒の皆さまに直接配られることでほぼ全ての対象ユーザーに行き

渡ること、そして学校から配布されることで信頼できるメディアとして認知され、掲載

企業のイメージアップに大きく貢献できることがCOURSEが支持される理由です。

就職応援本COURSEを活用したした「新しい高卒採用」就職応援本COURSEを活用した「新しい高卒採用」

2

企業イメージを高める！

企業イメージを発信することは自社の強み

や魅力を見つめ直すきっかけになります。高

校で配布される書籍に掲載することで、企業

イメージの向上と信頼度向上に繋がります。

4

ミスマッチの減少！

文字情報だけの求人票や先生の斡旋、一人

一社制での就職活動だけでは必ずミスマッ

チに繋がります。しっかりと仕事内容や会社

の雰囲気を伝えることで就職後のミスマッチ

を防ぎます。

2019

■掲載・配布エリア

千葉市を含む
上総エリア



COURSEへの反響

生徒の皆さまの声

Q. COURSEは将来の進路を決める上で

参考になりそうですか？

参考になりにくい

13%

65%

19%

2%

1%

回答数 269名

大変参考になる

参考になる

どちらでもない

参考にならない

約 8 割 の 生 徒 が 参 考 に な る と 回 答 し ま し た

COURSEを読んだ感想 (多数あった感想を要約)

Q. 就職先を選ぶポイントは？
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やはり若い子も給与が気になる様子。これは顕在的なもので潜在的には、仕事内容、職場

の雰囲気、働きやすさといった仕事のやりがいや安心して働ける環境を望む考えは依然

として強まっており、企業は業務内容をより分かりやすく対外的に発信していく必要があ

ることが見えます。

Q.就職先は県内？ 県外？

63名

4名

県内への就職希望者が依然として

大半を占めており、高卒生においては都内に

人材が流出する傾向は徐々に減少しつつある

ことが窺えます。つまり地元企業への関心が

必然的に強くなるため、この点からも平素よ

り企業ブランディングは重要といえます。

高校生アンケート結果

・幅広い業種や仕事内容が載っていた！

・読みやすく まとめられていた！

・実際に働く人の姿が見られて実感が湧きやすい！

・千葉県内にこんなに就職先があることに驚いた。すごく見やすい！

・色々な職場の説明がされており、職場の雰囲気や実際のその職場で働いている人た

ちの声などが入っていてとてもいいと思う！

・仕事内容にかかわらず、働いている人の性格なども表記されていてその仕事にどうい

う人があっているかまで知ることができた！

県内

県外
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新聞2誌に取り上げられました

茂原北陵高等学校 永野 英和先生

―COURSEを読んだ職員が「なぜ、こういった本が今までなかったんだろう」と。それは
高校に向けた就職情報誌がこれまで無かったので。地元企業の魅力を分かりやすく解説し
ていて、生徒が企業を身近に感じられる書籍だと思います。

インタビュー動画より

建築工房 建匠舎 齋藤 孝さま

YouTube

―COURSE EXPO『合同企業説明会』に初めて参加させていただいて凄く良かったで
す。我々の仕事のことをどう思っているのか高校生から様々な意見を聞くことが出来
て明日からの仕事に邁進できるなと思います。

インタビュー動画より(合同企業説明会にて)

2020年1月29日 毎日新聞 2020年2月23日 千葉日報

COURSE 3号を出版した2019年度、毎日新聞さま、千葉日報さまよりCOURSEの取り組
みを取り上げていただきました。私たちの活動が地域の皆さまに認められたことの証左と
も言えます。この記事をご覧になった方からのお問い合わせも日々増えておりCOURSEの
認知と影響は着実に広がってきています。

「なぜ、こういった本が今までなかったんだろう」

「高校生の声を聴いて事業に邁進できます」

COURSEへの反響

YouTube YouTube

日本機材（株） 浅野 徳久さま
インタビュー動画より

―担当営業の方にこの企画を持ち掛けられた時に面白い企画だと思いすぐに契約しました。
ターゲットを高校生に絞っていてしかも学校に配るというコンセプトが非常に良いと思い
ます。費用対効果もかなり高く満足しています︕
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さくら印刷は地元の高校生と中小企業を繋ぐ懸け橋になります。

いつの時代の印刷業界紙を見ても「世の中は今、大きく変わっており、大変な変革の時代

を迎えています。我々が生き残るためには、今こそ変わらなければなりません」というよう

なあいさつ文を多く目にします。

どの時代でも生き残っていくためには変化し、進歩していかなければならないということ

でしょう。当社は昭和24年の創業以来、半世紀以上にわたり、時代の変化にあわせなが

ら営業してまいりました。

それぞれの企業に、それぞれの壁があり、それを乗り越えていかなければなりません。現

代で言えば、中小企業の人手不足もその一つと言えるでしょう。

多くの情報がスマホひとつで手に入る時代ですが、知っているようで知らないことは、逆

に増えているような気が致します。自分の町で頑張っている企業が今まで何をしてきた

のか、どんな実力を秘めているのかなど、若者はそういった情報に触れる機会がありませ

んし、企業は伝えるすべが今までありませんでした。

我々は県内の高校生に千葉県内の企業の魅力を最大限にアピールし、より多くの情報の

中から高校生に選択をしてもらい、ミスマッチをなくしていきたい。そして企業にとって

は積極的で有望な人材の確保のお役に立てればと思います。

それが最終的に地域の活性化へとつながることを信じています。

(株)さくら印刷の想い

代表取締役

【VISION】

【MISSION】

さくらは日本の花、愛される花

地域を代表する愛される会社となり

地域活性化の中心になります

人のために動く

人生の目的は「心を成長させること」にあると考えます。

その第一の方法は、周囲の人のことを考えて行動することです。

私たちは自分を整え、まわりの人に何ができるかを

常に考えて行動し、さくら印刷を取り巻く人々の幸せと笑顔を増やします。

果てしない夢、世界の平和を考えながら
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