
「就職にも進学にも強い」

　平成26年度より、茨木工科高校は、「高大連携重点型校」と
して、大学の理工系学部への進学に特化した工学系をスタート。
　工学系では、豊富な推薦枠を利用するだけでなく、各大学の
一般選抜をめざし、理工系学部を有する大学で高度な知識、技
術を学ぶために必要な「確かな学力」を身につけます。また、
国公立大学でも実施されている『専門高校対象の特別推薦』な
ども利用し、４年制大学の理工系学部への進学をめざします。
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ＩＨＩ運搬機械㈱ アイエックス・ナレッジ㈱ アイダエンジニアリング㈱ 青木油脂工業㈱
淺田鉄工㈱ アサヒグループ食品㈱ アサミテクノ㈱ 芦森工業㈱
㈱天辻鋼球製作所 ㈱アミヤ アルナ共同事業㈱ アルナ車輌㈱
㈱ＥＡＳ 石田エンジニアリング㈱ いすゞ自動車近畿㈱ 茨木精機㈱
上野製薬㈱ 上村工業㈱ ㈱ウエルテック ウツエバルブ㈱
㈱ＨＹＳエンジニアリングサービス エーシーテクノサンヨー㈱ ㈱エクシオテック ㈱エクセディ
㈱エスラインギフ　大阪支店 ㈱エネゲート ㈱エフベーカリーコーポレーション オーケー化成㈱
ＯＫＫ㈱ ㈱大阪イエローハット ㈱大阪ガスファシリティーズ 大阪高速鉄道㈱
大阪サニタリー㈱ 大阪車輌㈱ ㈱大阪ソーダ 大阪トヨペット㈱
大阪日野自動車㈱ ㈱オートバックス関西販売 岡崎機械工業㈱ 奥野製薬工業㈱
オリヱント化学工業㈱　大阪事業所 オリックス・ファシリティーズ㈱ 開明伸銅㈱ ㈱片山製薬所
㈱カネカ 川崎重工業㈱ 川重冷熱工業㈱ ㈱環境総合テクノス
㈱関西エンジニアリング ㈱関西交通工業社 一般財団法人　関西電気保安協会 関西電力㈱
関西不二サッシ㈱ 関西メルテック㈱ 神崎金属印刷㈱ ㈱かんでんエンジニアリング
㈱関電工 関電ファシリティーズ㈱ 関電プラント㈱ ㈱九電工
共栄電気工業㈱ 近畿エア・ウォーター㈱ 近畿メルテック㈱ ㈱近鉄トランステック
近鉄ビルサービス㈱ ㈱きんでん ㈱グッドビリーヴホールディングス クラシエ製薬㈱
クラシエフーズ㈱　高槻第一工場 ㈱グリーンパッケージ グンゼ㈱　メカトロ事業部 ㈱京阪エンジニアリングサービス
京阪ビルテクノサービス㈱ ゴウダ㈱ ㈱興南産業 鴻池運輸㈱　長岡京営業所
㈱神戸製鋼所　茨木工場 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ コカ･コーラボトラーズジャパンベンディング㈱ 小西咲㈱
コベルコＲＯＢＯＴＩＸ㈱ コマニー㈱ サノヤス造船㈱ ㈱三栄建設
サンエスエンジニアリング㈱ 山九㈱　大阪鉄鋼支店 ㈱三協テクノ サンスター㈱
㈱サンセイメンテナンス ㈱サンデリカ　大阪事業所 サンヨーホームズ㈱ サンライト化成㈱
サンレー冷熱㈱ ＣＫＴＳ㈱ ㈱Ｇ－７スーパーマート ㈱ＪＲ貨物･西日本ロジスティクス
㈱ＪＲ西日本テクシア ㈱ＪＲ西日本テクノス ＪＸＴＧエネルギー㈱　堺製油所 敷島製パン㈱
㈱資生堂　大阪工場 下田工業茨木㈱ シャープサポートアンドサービス㈱ ジャパンマリンユナイテッド㈱
ジャパンマリンユナイテッド㈱  横浜事業所 昭和化工㈱ シロキ工業㈱　大阪工場 ㈱新開トランスポートシステムズ
新幹線エンジニアリング㈱ 神鋼鋼線工業㈱ ㈱伸和製作所 ㈱瑞光
㈱鈴木シャッター 住化カラー㈱ 住友電気工業㈱　大阪製作所 西濃運輸㈱　大阪支店
㈱SEHIRO ソントン食品工業㈱ 大栄電気㈱ ダイキンＭＲエンジニアリング㈱
ダイキン油機エンジニアリング㈱ 大幸薬品㈱ 大成化工㈱ 大成機工㈱
㈱大鋳 大同機械製造㈱ 大日本除虫菊㈱　大阪工場 ダイハツ工業㈱　本社
ダイビル･ファシリティ･マネジメント㈱ ㈱ﾀﾞｲﾌｸ･ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 太陽ファルマテック㈱ 大和紙料㈱
大和製罐㈱　大阪工場 田岡化学工業㈱ ㈱タカコ 宝酒造㈱　伏見工場
㈱宝塚舞台 ㈱タケチ　茨木工場 田村左官工業㈱ 月島テクノメンテサ－ビス㈱
㈱椿本チエイン　長岡京工場 テックワーク㈱ ㈱てつでん 寺岡オート・ドアシステム㈱
寺崎電気産業㈱ テラテック㈱ ㈱デンソー ㈱東海大阪レンタル
東海交通機械㈱ 東海旅客鉄道㈱　関西支社 東罐興業㈱（ﾒﾋﾞｳｽﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱） 東京地下鉄㈱（東京メトロ）
東光電気工事㈱ 東芝エレベータ㈱　関西支社 東都フォルダー工業㈱ 東邦電気産業㈱
東明工業㈱ 東洋産業㈱ 東洋製罐㈱　茨木工場 東洋メビウス㈱　（茨木支店）
東レフィルム加工㈱ ㈱トーヨー トーヨー電気工事㈱ 特殊車輌整備工業㈱
戸田工業㈱ ﾄｯﾊﾟﾝ・ﾌｫｰﾑｽﾞ関西㈱ 富安金属印刷㈱　大阪工場 トモエメディア㈱
トヨタカローラ新大阪㈱ ㈱酉島製作所 那賀都工業㈱ ㈱ナリコマフード
ナルックス㈱ ニシオティーアンドエム㈱ ㈲西田タイル ㈱西日本宇佐美　関西支店
西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ 西日本高速道路ファシリティーズ㈱ 西日本電気システム㈱ 西日本電気テック㈱
西日本旅客鉄道㈱ 日油㈱　尼崎工場 日世㈱　高槻工場 日設機工㈱
日鉄環境プラントソリューションズ㈱ 日本貨物鉄道㈱　関西支社（ＪＲ貨物） 日本製紙パピリア㈱　吹田工場 日本精線㈱
日本製鉄㈱　交通産機品事業部製綱所 日本製鉄㈱　和歌山製鐵所（堺地区） 日本トーカンパッケージ㈱　大阪工場 日本ペイント㈱
日本郵便メンテナンス㈱ 日本機械金型㈱ 日本クッカリー㈱ 日本工業資材㈱
日本新金属㈱ 日本通運㈱　大阪支店 日本電気計器検定所 日本電産シンポ㈱
日本電子工業㈱ 日本ペイント・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｺｰﾃｨｸﾞｽ㈱ 日本マグネット工業㈱ 日本水処理工業㈱
㈱布谷計器製作所 ＮＥＯＭＡＸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　吹田製作所 ネッツトヨタ中央大阪㈱ パーソルパナソニックファクトリｰパｰトナｰズ㈱
パックプリント㈱ 浜田電気工業㈱ 阪急電鉄㈱ ㈱阪急阪神エムテック
阪急阪神ビルマネジメント㈱ ㈱阪急メンテナンスサービス 阪神輸送機㈱ 日立金属㈱　電子材第二部　吹田関連企画室
日立金属㈱　特殊鋼カンパニー 日立金属㈱　山崎製造部 日立建機日本㈱ ㈱ピックルスコーポレーション関西
㈱枚方技研 ビルト住設工業㈱ ㈱ファインズ東京 富士金属㈱
富士シート㈱ フジパン㈱ 扶桑薬品工業㈱ 双葉産業㈱
古河機械金属㈱(古河ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱大阪工場) 文化シャッターサービス㈱ 北摂オート㈱ ㈱堀場テクノサービス
本田技研工業㈱　鈴鹿製作所 マクセル㈱ マクセル㈱　小野事業所 ㈱松永製作所
松本油脂製薬㈱ マリンフード㈱ 丸石製薬㈱ 丸毛自動車工業㈱
三國製薬工業㈱ ㈱ミサキ 港製器工業㈱ ㈱ミライト・テクノロジーズ
㈱美和製作所 明光化成㈱ メイコウ工業㈱ 明治油脂㈱
明電ファシリティサービス㈱ ㈱モリタエコノス ㈱森田組重量 山崎製パン㈱
㈱ヤマタネロジワークス 大和紙器㈱　大阪工場 大和紙器㈱　高槻工場 ヤマトプロテック㈱
㈱ユアサロジテック ㈱ユーシン・ショウワ ユミックス㈱ ㈱湯山製作所
㈱吉野工業所　大阪工場 ローレルバンクマシン㈱ 山里産業㈱

工学系 ４年制大学進学者の理工系への進学率
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愛知工業大学

大阪工業大学

大阪産業大学

大阪商業大学

大阪電気通信大学

大阪人間科学大学

大阪行岡医療大学

追手門学院大学

関西大学

京都産業大学

近畿大学

同志社大学

立命館大学

龍谷大学

大阪成蹊短期大学

大阪府立大学高専

嵯峨美術短期大学

産業技術短期大学

滋賀職業能力開発短期大学校

愛甲農業科学専門学校 アミューズメントメディア専門学校 ECCコンピュータ専門学校 ECCコンピュータ専門学校大阪

ESPエンタテイメント大阪　専門学校 上田安子服飾専門学校 大阪IT会計専門学校 大阪アニメ・声優・eスポーツ専門学校

大阪アニメーションカレッジ専門学校 大阪アミューズメントメディア専門学校 大阪医療秘書福祉専門学校 大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校

大阪建設専門学校 大阪工業技術専門学校 大阪航空専門学校 大阪社体スポーツ専門学校

大阪デザイナー専門学校 大阪動物専門学校 大阪ハイテクノロジー専門学校 大阪ベルェベル美容専門学校

大阪保健福祉専門学校 OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校 OCT大阪工業技術専門学校 京都建築大学校

近畿リハビリテーション学院 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 修成建設専門学校

総合学園ヒューマンアカデミー大阪校 中央工学校ＯＳＡＫＡ　専門学校 辻学園調理・製菓専門学校

辻調理師専門学校 トヨタ神戸自動車大学校　専門学校 西日本ヘアメイクカレッジ

日産京都自動車大学校 日本航空大学校 日本分析化学専門学校

日本理工情報専門学校 HAL大阪 阪神自動車航空鉄道専門学校

阪和鳳自動車専門学校 ヴェールルージュ美容専門学校 ビジュアルアーツ専門学校大阪

ホンダテクニカルカレッジ関西 YIC京都工科自動車大学校 代々木アニメーション学院


