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就職応援本 COURSE について

学生と企業の深刻なすれ違いの解消をするための
COURSEの発行

地元企業の魅力を発信労働条件のみを記載

就職希望者数が横ばいに対して、
求人数は年々増加

働く人の「顔」が見える

地元企業を知るきっかけ作り

労働条件のみを記載



冊子配布先一覧

岡山県南エリア5,084部74校に納品
学校法人 みつ朝日学園 朝日塾 中等教育学校 3冊

岡山大安寺 中等教育学校 1冊

岡山市立 岡山後楽館 高等学校 15冊

岡山県立 烏城 高等学校 10冊

就実 高等学校 20冊

山陽学園 高等学校 20冊

岡山 高等学校 1冊

岡山県立 瀬戸 高等学校 20冊

岡山県立 西大寺 高等学校 40冊

岡山県立 岡山城東 高等学校 22冊

岡山県立 岡山一宮 高等学校 10冊

岡山県立 岡山芳泉 高等学校 5冊

岡山操山 高等学校 1冊

岡山朝日 高等学校 1冊

学校法人 森教育学園 岡山学芸館 高等学校 30冊

学校法人 加計学園 岡山理科大学附属 高等学校 60冊

創志学園 高等学校 50冊

明誠学院 高等学校 30冊

学校法人 吉備学園 岡山商科大学附属 高等学校 200冊

学校法人 関西学園 関西 高等学校 200冊

岡山県立 岡山御津 高等学校 50冊

岡山南 高等学校 80冊

岡山県立 岡山東商業 高等学校 130冊

岡山県立 東岡山工業 高等学校 50冊

岡山県立 岡山工業 高等学校 330冊

岡山県立 瀬戸南 高等学校 80冊

岡山県立 興陽 高等学校 200冊

岡山県立 高松農業 高等学校 110冊

岡山市

計28校



冊子配布先一覧

岡山県南エリア5,084部74校に納品
倉敷市

計19校

岡山県倉敷市立 倉敷翔南 高等学校 30冊

精思 高等学校 40冊

倉敷市立玉島 高等学校 30冊

岡山県倉敷市立 工業 高等学校 15冊

倉敷翠松 高等学校 40冊

学校法人 ノートルダム清心学園 清心女子 高等学校 15冊

岡山県立 玉島 高等学校 1冊

岡山県立 倉敷古城池 高等学校 10冊

倉敷南 高等学校 30冊

岡山県立 倉敷天城 高等学校 1冊

岡山県立 倉敷青陵 高等学校 10冊

真備陵南 高等学校 130冊

倉敷 高等学校 370冊

玉島商業 高等学校 100冊

倉敷商業 高等学校 20冊

水島工業 高等学校 330冊

倉敷工業 高等学校 320冊

倉敷鷲羽 高等学校 100冊

倉敷中央 高等学校 80冊



冊子配布先一覧

岡山県南エリア5,084部74校に納品
笠岡市

計4校

学校法人 淳和学園 岡山龍谷 高等学校 20冊

岡山県立 笠岡 高等学校 10冊

笠岡商業 高等学校 120冊

笠岡工業 高等学校 250冊

金光学園 高等学校 10冊

学校法人 山陽学園 おかやま山陽 高等学校 40冊

鴨方 高等学校 90冊

浅口市
計3校

岡山県井原市立 高等学校 40冊

興譲館 高等学校 20冊

岡山県立 井原 高等学校 80冊

井原市
計3校

岡山県立 総社南 高等学校 10冊

岡山県立 総社 高等学校 10冊
総社市 計2校

学校法人 吉備高原学園 吉備高原学園 高等学校 20冊加賀郡・小田郡
岡山県立 矢掛 高等学校 40冊 計2校
松山 高等学校 20冊

岡山県高梁市立 宇治 高等学校 20冊

岡山県立 高梁城南 高等学校 10冊

岡山県立 高梁 高等学校 45冊

学校法人 金岡学園 岡山県高梁日新 高等学校 60冊

高梁市

計5校



冊子配布先一覧

岡山県南エリア5,084部74校に納品
玉野市

計4校

玉野 高等学校 7冊

玉野市立 玉野備南 高等学校 40冊

玉野市立 玉野商工 高等学校 160冊

玉野光南 高等学校 280冊

岡山県立 邑久 高等学校 50冊瀬戸内市・赤磐市・
備前市

学校法人 三木学園 岡山白陵 高等学校 1冊

岡山県立 和気閑谷 高等学校 120冊

岡山県立 備前緑陽 高等学校 70冊 計4校

COURSE配布の様子

高校の先生から
高校生へ
直接手渡し!



全国47エリアでCOURSEを展開

中国・四国地方
岡山県 県北エリア版
岡山県 県南エリア版
広島県 備前エリア版

北海道・東北地方
北海道 札幌エリア版
北海道 旭川エリア版
北海道 十勝エリア版
秋田エリア版
宮城エリア版
福島県 県北・相双エリア版

関東地方
茨城県 県央・県北エリア版
茨城県 県南・県西エリア版
栃木県 県南エリア版
栃木県 宇都宮エリア版
群馬県 桐生エリア版
千葉県 千葉エリア版
千葉県 東葛エリア版
神奈川県 横浜エリア版
埼玉県 西部エリア版
埼玉県 東部エリア版
埼玉県 中央エリア版

中部地方
⾧野県 北信エリア版
⾧野県 中南信エリア版
静岡県 中部エリア版
静岡県 東部エリア版
岐阜県 飛騨エリア版

北陸地方
新潟県 新潟エリア版
富山県 東部エリア版
福井県 福井エリア版
石川県 金沢エリア版

近畿地方
大阪府 北河内エリア版
大阪府 南河内エリア版
大阪府 堺・泉州エリア版
京都府 京都エリア版
京都府 北部エリア版
兵庫県 はりまエリア版
兵庫県 北近畿エリア版
兵庫県 中部・南部エリア版
和歌山県 県北エリア版
和歌山県 県南エリア版

四国地方
香川県 香川エリア版
愛媛県 中予エリア版

九州地方
福岡県 博多エリア版
福岡県 ちっごエリア版
福岡県 北九州エリア版
佐賀県エリア版
⾧崎県エリア版
大分県 県北エリア版
大分県 県央エリア版

全国の就職応援メディアCOURSEについて

メディアでも取り上げられているCOURSE



COURSE WEBサイトについて

Webサイトを新たにリリース

高校生が企業を選びやすいサイトにしました!
WEBサイト QRコードはこちら☝



COURSE WEBサイトについて

Webサイトを新たにリリース

冊子より豊富な
情報量をUP

職場見学・インターン
の申込み機能が追加

応募前職場見学会のチラシを掲載

求人票とは別に、応募前職場見学の
案内チラシ（募集要項）を作成することが
集客のポイントとなる。



インターンシップ、職場見学会参加までの流れ

START

WEB COURSEに掲載中の企業ページから
職場見学を申し込み

「先生」と「COURSE担当」に
申し込み完了の通知メールが到着
※メール通知は「先生」と「COURSE担当」のみ
「掲載企業」にはメール通知は届きません

先生ページからステータスを「対応済み」に変更
ステータスが変更されていない場合はCOURSE担当
から先生宛に確認のリマインドの連絡をさせて頂きま
す

「先生」から「掲載企業」に申し込み連絡をします
日程、時間を打ち合わせください
決定しましたら「COURSE担当」にご連絡下さい
「学生」との連絡確認は「先生」側で対応をお願いします

確認！

GOAL

インターンシップ
職場見学会開催



①学生：生徒の情報を確認することができます
②企業：掲載企業一覧と詳細を確認 求人票のダウンロード可能
③募集記事：掲載企業の記事の内容を確認出来ます
④インターンシップ：インターンシップの開催状況を確認出来ます
⑤応募前職場見学：生徒の応募状況を確認することができます

先生の管理画面

COURSE WEBで先生ができること

配布先高校の教室や
進路指導室に掲示し
ているポスター

高校の先生の声


