
就 職
求人倍率6倍！（R3年度）

地域に誇る実績が
あります！

進 学
夢を叶えるための

たくさんのチャンスを
用意しました！

大学入試改革により多様な進学スタイルがある
現代、しっかりと基礎学力を身につけて、本校独
自の教育プログラムにより、勉強を頑張りたい、
部活動を頑張りたいという、生徒一人ひとりの可
能性を信じ、自ら学ぶ意欲を高め、幅広く多様な
進路を応援します。
また、長期休暇中には補習等を実施し、3ヵ年の
一貫教育を行い進路実現を目指します。

99.6%

　私が立命館大学に進学できたのは、市川高校で出会った数多くの先生方の手厚いサポートのおかげだ
と今、身をもって感じます。受験前、夜遅くまで残りプレゼンテーションの練習を手伝ってくださる先生
方や、少し疲れた顔をしていると「何かあったの？」と優しく気にかけてくださる先生方、部活動指導に
おいても、校訓である「建学の精神」に基づき、数々の「心の教育」を受けてきました。このように、市川
高校には生徒に対して親身に関わり合ってくださる先生方が数多くおられます。実際に、教育実習は
市川高校でお世話になりましたが、私が教師を目指すきっかけとなったのは、ここでの先生方との出
会いがあったからこそだと感じています。
　また、教育方針においても、市川高校でしか体験できない「坐禅」という授業を経験しました。在
学当初は、「これに何の意味があるのだろうか？」と半信半疑な自分もいましたが、卒業して多忙
な大学生活を過ごす中で、一度初心に立ち帰り、落ち着くことの重要性に気づく部分が多くあり
ました。
　こうした、高校での貴重な経験を人生の糧にし、これからも精進したいと思います。

私たちの、生徒に対する就職指導のゴール地点は明確です。「地元企業で働
き、社会貢献し、経済的な自立を目指す」ここに集約されます。当たり前のこ
とを当たり前にやることが何よりも大切です。市川高校は頑張る生徒を応援
します。努力は結果になって現れます。是非、就職に強い市川高校で頑張り
ましょう。100%

　市川高校に感謝しているのは、進路について悩んでいた私のために、希望にあった就職企業を何社かピッ
クアップして情報提供してくださったことです。私が就きたかった職業の一つに金融機関があり、いくつか
の候補の中に但陽信用金庫がありました。受験を決めたその日から就職部長の先生、担任の先生、そし
て部活動顧問の先生が、時間をかけて履歴書の指導をしてくださいました。面接練習もマンツーマンで
放課後遅くまで指導してくださいました。その結果、希望の企業である但陽信用金庫に内定をいただ
くことができました。市川高校の先生方には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。
　私の将来の夢は、会社や地域社会に貢献できるような人材になることです。市川高校で学んだこ
とを生かして、これから頑張っていきたいと思います。

高田 凌佑（安室中出身）
立命館大学 スポーツ健康科学部

内藤 神聖（香寺中出身）
但陽信用金庫　総務

補　習 大学見学会

中学時代の復習から始め、短期間で
成績を伸ばしている生徒がいます。

大学を目指そうという意欲が高ま
り、夏休みも自主的に登校して学習
を続ける生徒が増えました。

進路ガイダンス 自ら学ぶ生徒たち

各学年別に実施しています。校外に
出て実際に大学を見学することもあ
ります。

放課後や空き時間に、進学指導室を
利用して、大学にあるコモンスペー
スのような雰囲気の中、多く先生と
学びを深めています。

インターンシップ（就労体験）

警察、消防、自衛隊などの公務員職、介
護施設や、一般企業などで実施してい
ただいています。2～5日程度、仕事を
体験し、希望する企業や業界への意識
を高めます。

進路応援プロジェクト（通称SOP）

週に一回、就職進学試験対策勉強会を
実施しています。筆記試験で基礎的な
学力を見る企業が増えています。数学
の計算や文章問題、また漢字や作文の
力をバランスよく伸ばしていきます。

進路ガイダンス

各学年に応じた適切な進路ガイダンス
を行います。企業で活躍する本校ＯBを
招いての講演や、内定を勝ち取った
3年生の就職体験談を聞きます。

夏休みの集中指導

3年生は、受験企業が決まると、夏休みに登校し
履歴書の作成や面接練習、筆記試験対策、職場
見学会など就職試験に向けて努力していきま
す。クラスメイト同士で面接練習なども行うため、
新たな自己発見につながり、大きく成長します。

キャリア教育

「生きる力」を身につけ社会人として自立できるよ
う、入学時より自己分析の学習を進めていきます。
1年次、2年次と2年間かけてキャリアワークを完成
させ、進路選択の際に活用します。着実に自己理解
が深まっていくよう、継続して指導していきます。
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私立短期大学（過去5年間）

主な就職先
大学指定校 （令和３年度）

専 門 学 校 等（過去5年間）

〈国公立〉〈国公立〉

〈公務員〉

〈一般企業〉

■ 高知工科大学

■ 兵庫県警     ■ 自衛隊      ■ 加古川市役所

大阪体育大学
大谷大学
大手前大学
岡山理科大学
関西学院大学
関西国際大学
環太平洋大学
京都産業大学
近畿大学
神戸医療未来大学
神戸学院大学
神戸芸術工科大学
神戸国際大学
宝塚医療大学
中央大学
中京大学
中部大学

花園大学
阪南大学
姫路獨協大学
兵庫大学
姫路大学
びわこ成蹊スポーツ大学
福井工業大学
福岡大学
森ノ宮医療大学
桃山学院大学
山梨学院大学
立命館大学
流通科学大学
早稲田大学
他多数

〈私立〉

〈各種学校〉〈各種学校〉

〈公共の職業能力開発施設〉

産業技術短期大学
関西外国語大学短期大学部
兵庫大学短期大学部

大手前大学
岡山理科大学
川崎医療福祉大学
環太平洋大学
近畿大学
神戸医療未来大学
神戸国際大学
神戸学院大学
花園大学
姫路大学
姫路獨協大学
兵庫大学
びわこ成蹊スポーツ大学
福井工業大学
山梨学院大学
流通科学大学

兵庫県立森林大学校
鳥取県立農業大学校
大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校姫路校
大原姫路情報ITクリエイター法律専門学校
関西健康科学専門学校
神戸医療福祉専門学校
神戸国際調理製菓専門学校
神戸電子専門学校
神戸動植物環境専門学校
神戸甲陽音楽&ダンス専門学校
神戸ベルェベル美容専門学校
神戸元町こども専門学校
修成建設専門学校
専門学校トヨタ神戸自動車大学校
専門学校日本工科大学校
日本調理製菓専門学校
はくほう会医療専門学校赤穂校
姫路ハーベスト医療福祉専門学校
姫路医療専門学校
姫路市医師会看護専門学校
姫路情報システム専門学校
姫路福祉保育専門学校
姫路理容美容専門学校

兵庫鍼灸専門学校
平成リハビリテーション専門学校
美作市スポーツ医療看護専門学校

エコール辻大阪
総合学園ヒューマンアカデミー

他多数

港湾職業能力開発短期大学校神戸校
兵庫県立ものづくり大学校
兵庫県立但馬技術大学校

その他43校

㈱アタイス
阿比野建設㈱
アンビック㈱
石塚硝子㈱
伊東電機㈱
㈱稲坂歯車製作所
内海板金工業㈱
エースコック㈱ 関西滝野工場
エスケー化研㈱ 兵庫工場
エスフーズ㈱
岡野食品産業㈱
岡山県貨物運送㈱ 兵庫主管支店

社会福祉法人 鶴林園
㈱上組 広畑支店
関西合成樹脂工業㈱
㈱協和製作所
キンキサイン㈱
㈱銀ビルストアー
黒崎播磨セラコーポ㈱
㈱神戸製鋼所 加古川製鉄所
㈱コタニ
合同製鉄㈱ 姫路製造所
虹技㈱
山陽電気鉄道㈱

山陽特殊製鋼㈱
山特工業㈱
サンライズ工業㈱
産業振興㈱ 広畑事業所
三甲㈱
山九㈱ 兵庫支店
サントクテック㈱
飾磨海運㈱
シバタ工業㈱
㈱正徳
神鋼物流㈱
㈱シマブンコーポレーション
ＪＦＥ条鋼㈱ 姫路製造所
㈱Ｇ-７・オート・サービス
㈱スガテック 広畑支店
瀬尾高圧工業㈱
大王加工紙工業㈱ 兵庫工場

大十㈱
太平工材㈱
㈱タイヨウデンシ
ダイハツ工業㈱本社
辰巳運輸㈱
但陽信用金庫
㈱デービー精工
㈱テツゲン 瀬戸内支店 広畑事業所
㈱テラモト
トクセン工業㈱
㈱トッパンパッケージプロダクツ
トッパンプラスチック㈱ 福崎工場
トヨタ自動車㈱
日清鋼業㈱
日鉄物流広畑㈱
日鉄テックスエンジ㈱ 広畑支店
㈱日本ジェット

日本ジャイアントタイヤ㈱
日本通運㈱ 関西警送支店
㈱日本ネットワークサポート
日本郵便㈱ 近畿支店
社会福祉法人 ネバーランド福祉会
㈱浜田運送
兵庫製紙㈱
平錦建設㈱
㈱広築
福伸電機㈱

国公立・私立大学 （過去5年間）
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