
京都府立大学 

福井大学 

高知工科大学 

大阪芸術大学 

大阪工業大学 

大阪商業大学 

大阪電気通信大学 

大阪保健医療大学 

金沢工業大学 

関西国際大学 

京都医療科学大学 

近畿大学 

千葉工業大学 

帝京大学 

長崎総合科学大学 

奈良大学 

名城大学 

立命館大学 

龍谷大学 

華頂短期大学 

京都経済短期大学 

産業技術短期大学 

HAL大阪 

大阪情報専門学校 

関西リハビリテーション専門学
校 

京都コンピューター学院 

京都動物専門学校 

神戸医療福祉専門学校 

辻調理師専門学校 

京都歯科医療技術専門学校 

神戸総合医療専門学校A 

ニンバリ株式会社  

エスペック株式会社  

SECカーボン株式会社京都工場  

京都薬品工業 株式会社  

タツタ電線 株式会社 京都工場  

日本ピラー工業 株式会社  

三晃金属工業 株式会社  

株式会社 ベッセル福知山 

株式会社 ＧＳユアサ  

扶桑化学工業 株式会社  

一般社団法人 日本血液製剤機構  

日本製紙クレシア 株式会社 京都工場  

三協化成 株式会社 福知山事業所  

ヤマウチ 株式会社 京都長田野工場  

株式会社 ポテトフーズ 関西工場 

科研テクノス 株式会社  

福知山重工業 株式会社  

株式会社 石坪  

株式会社 JR西日本テクシア  

株式会社 近畿地域づくりセンター 福知山支店  

株式会社 NTTファシリティーズ関西 

日本通運 株式会社 舞鶴支店  

株式会社 橋電  

クラシエフーズ 株式会社 福知山工場  

東芝テックソリューションサービス株式会社 

有限会社 たかた美容室 

グンゼ株式会社 メディカル事業部  

タマヤ 株式会社 

 

日東精工 株式会社  

株式会社 片山化学工業研究所 

日東薬品工業 株式会社  

株式会社関電パワーテック  

ＪＭＵディフェンスシステムズ 株式会社  

株式会社 ダイゾー エアゾール事業部 京都工場 

サンコール株式会社  

株式会社 島津製作所  

株式会社 ＧＳユアサ  

株式会社 片岡製作所  

日新電機 株式会社  

太陽機械工業 株式会社  

二九精密機械工業 株式会社  

雪印メグミルク 株式会社  

太陽工業 株式会社  

株式会社 創味食品  

株式会社 宮木電機製作所  

京栄ニチユ 株式会社  

三菱ロジスネクスト 株式会社  

株式会社 日本ジョイント  

応用電機 株式会社  

関電プラント株式会社  

西日本高速道路エンジニアリング関西 株式会社  

三ツ星ベルト技研 株式会社  

株式会社 マイスターエンジニアリング  

関電ファシリティーズ 株式会社  

ダイハツ工業 株式会社 本社  

日本製鉄株式会社 関西製鉄所製鋼所地区  

株式会社コスモビューティー  

株式会社 酉島製作所  

株式会社 小松製作所 大阪工場  

株式会社サンセイメンテナンス 

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社  

西日本旅客鉄道 株式会社 （運輸） 

西日本旅客鉄道 株式会社 （技術） 

株式会社 きんでん  

一般財団法人 関西電気保安協会  

株式会社 かんでんエンジニアリング  

関西電力 株式会社  

パナソニックライティングシステム株式会社春日工場  

京セラ 株式会社 滋賀蒲生工場  

パナソニック株式会社 アプライアンス社  

本田技研工業 株式会社 鈴鹿製作所  

トヨタ自動車 株式会社  

公務員（京都府警察) 

家業（高橋ガラス） 

家業（エム・シー・エルアローズ 株式会社） 

京セラ 株式会社 京都綾部工場  

全求人件数1035件！！！ 

希望者数約１２０人！ 

一人あたり10社から１社選べる！ 

工業高校で身に付けた専門知識や

スキルで、希望校の合格を勝ち取っ

ています！ 



電気テクノロジー科 

佐藤 大地 

上林中学 出身 

環境デザイン科 

石戸 寧々 

綾部中学 出身 

機械テクノロジー科 

神内 大 

大江中学 出身 

電気テクノロジー科 

松本 昂士 

夜久野中学 出身 

情報テクノロジー科 

内藤 唯弦 

綾部中学 出身 

機械テクノロジー科 

森川 靖也 

大成中学 出身 

環境デザイン科 

桐木 静海 

日新中学 出身 

質問① 工業高校を選んだ理由 

質問② 自分の進路先を選んだ理由と努力したこと 

質問③ 中学生のみなさんに向けてひとこと 

①工業高校でしか学べないことを学びたかったから。 

②将来は放射線技師として働きたいと思っていて、その勉強が 

 できる所だからです。過去問を解いたり面接練習を頑張りまし  

 た。 

③勉強も部活動も充実した日々が過ごせます。 

①様々な資格を取得して将来に活かしたかったからです。 

②製造しているものに興味をもったからです。面接練習と小論文 

 を書く練習を頑張りました。 

③専門的なことが学べるので、自分の力を伸ばせます。 

①ここでしか学べない知識や技術を得ることができるから。 

②今後自分が続けられる仕事内容か考えて選んだ。就職試験 

 に向けて面接練習に取り組んだ。 

③専門的な知識や技術を学べるとても面白い学校です。 

①「ものづくり」について学びたいと思ったからです。 

②理工系の幅広い知識を得た上で主専攻を選択するという点 

 に惹かれたからです。勉強と面接練習を頑張りました。 

③就職だけでなく進学もできるのでぜひ入学してください。 

①部活動を続けたかったのと、就職を考えていたからです。 

②企業見学に行った時の印象が良く、「ものづくり」の分野で様々 

 な業界に影響を与えたいと考えたからです。 

③たくさんの資格を所得する事ができ、自分の強みとなります。 

京栄ニチユ（株） 

（財）関西電気保安協会 京セラ（株）京都綾部工場 

パナソニック（株）アプライアンス社 

①就職に力を入れている高校だったからです。 

②この３年間で学んだ環境技術を活かした製品をつくりたかっ 

 たからです。成績を落とさず、常にキープすることに力を入れま 

 した。 

③たくさん学べて、たくさん楽しめる良い学校です。 

エスペック（株） 

京都医療科学大学 立命館大学 京都府立大学 

福井大学 

（株）島津製作所 
①情報技術を学んで、社会で活躍したいと思ったからです。 

②情報セキュリティに興味があり、それを徹底的に学べるところ 

 に魅力を感じました。入学に向けての学習を特に頑張っています。 

③普通科では学べない専門技術を身につけることができ、お勧 

 めです！ 

ロボット技術科 

谷垣 翔 

南陵中学 出身 

①将来電気関係の仕事につきたいと思い電気について学び 

 たかったからです。 

②先生に薦められたことをきっかけに興味をもち働きたいと思い 

 ました。先輩の報告書をもとに勉強に励んだ。 

③専門知識が学べるのでとても楽しいです！！ 

①小学校の頃からもの作りに興味を持っていたから。 

②自分の好きなものづくりの仕事をしたいと思い製造業を選 

 びました。そのために必要な資格を取ることを三年間努力を 

 しました。 

③就職率がほぼ100％で数多くの会社から自分 

 にあった会社を見つけることができる。 

情報テクノロジー科 

登石 美春 

成和中学 出身 

①資格が取れて進学も目指せるためです。 

②自分の学びたい分野の研究室が多かったからです。口頭試 

 問が必要だったため、論理的に答えられるよう基礎学力を上げ 

 ました。 

③資格がとれて就職に有利であり、進学も目指せ 

 るのでおすすめです。 

ロボット技術科 

古川 慎基 

六人部中学 出身 


