平成２７年度 進路決定状況

熊本県立球磨工業高等学校

平成２８年３月３１日現在
【注】③は３人内定、（２）は女子２人内定（内数）を示す。

機械科

電気科

1 関東 ＪＦＥスチール㈱ 東日本製鉄所 ②

1 関東 ハイウェイ・トール・システム㈱

1 関東 (財)空港保安事業センター

2 関東 いすゞ自動車㈱ ②

2 関東 ㈱ＪＰハイテック

2 関東 ライト工業㈱

3 関東 ㈱トッパンコミュニケーションプロダクツ

3 関東 ㈱東京電気商会

3 関東 ㈱ＪＰハイテック

4 関東 興南プラント工業㈱

4 関東 ㈱東芝京浜事業所

4 関東 ㈱ビューテック

5 関東 山九㈱

5 関東 ㈱東芝浜川崎工場

5 関東 五栄土木㈱

6 関東 住友重機械工業㈱

6 関東 ㈱日立プラントコンストラクション

6 関東 三菱ふそうトラック・バス㈱

7 関東 新日鐵住金㈱ 君津製鐵所

7 関東 東亜石油㈱

7 関東 山崎製パン㈱

8 関東 東京電力㈱

8 関東 東京ガス㈱

8 関東 鹿島道路㈱

9 関東 東日本旅客鉄道㈱

9 関東 東京ビジネスサービス㈱

建設工学科

9 関東 多田建設㈱

10 関東 日産自動車㈱

10 中京 伊藤機工㈱

10 関東 東京地下鉄㈱

11 関東 日産車体㈱

11 中京 ㈱ＵＡＣＪ押出加工名古屋 名古屋製作所

11 関東 東京電力㈱

12 中京 ＪＦＥスチール㈱ 知多製造所

12 中京 ㈱アドヴィックス ②

12 関東 日野自動車㈱

13 中京 アイシン･エィ･ダブリュ㈱ ④

13 中京 ㈱デンソー

13 中京 興亜工業㈱

14 中京 アイシン化工㈱ ②

14 中京 興亜工業㈱

14 中京 豊田合成㈱

15 中京 アイシン高丘㈱

15 中京 中部電力㈱

15 関西 機動建設工業㈱ ②

16 中京 アイシン精機㈱ ③

16 関西 ㈱きんでん ②

16 関西 上武建設㈱

17 中京 エヌティ－テクノ㈱

17 関西 ㈱ホクトエンジニアリングス

17 関西 大成化工㈱

18 中京 オーエスジー㈱ ②

18 関西 関西電力㈱

18 関西 東海コンクリート工業㈱

19 中京 トヨタ自動車㈱ ③

19 関西 協和テクノロジィズ㈱

19 九州 九建架線工事㈱

20 中京 トヨタ車体㈱ ②

20 関西 住友電気工業㈱ 大阪製作所 （１）

20 九州 九州旅客鉄道㈱

21 中京 トヨタ紡織㈱

21 中国 三菱電機㈱ 福山製作所

21 九州 西南水産㈱

22 中京 ヤマザキマザック㈱

22 中国 内海造船㈱

22 九州 中村工業㈱ ②

23 中京 愛知製鋼㈱

23 九州 一般財団法人 九州電気保安協会

23 九州 日本コークス㈱北九州事業所

24 中京 ㈱UACJ押出加工名古屋 名古屋製作所

24 九州 ㈱九電工

24 熊本 ㈱サンデリカ熊本事業所

25 中京 ㈱アドヴィックス ②

25 九州 九州電力㈱
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人吉・球磨

26 中京 ㈱ジェイテクト名古屋本社 ②

26 九州 新日鐵住金㈱八幡製鐵所

東京都技術（機械） ③

建築科

27 中京 ㈱デンソー

昭和建設㈱

公務員

28 中京 ㈱ニートレックス

1 関東 サンヨーエアサービス㈱

1

公務員

29 中京 ㈱メイドー

2 関東 レイオンコンサルティング㈱ ②（１）

2

公務員

東京都技術（電気）

30 中京 ㈱協豊製作所

3 関東

3

公務員

陸上自衛隊（一般曹候補生）

31 中京 ㈱東海理化電機製作所

4 関東 ㈱三和工務店

4

公務員

海上自衛隊（自衛官候補生）

32 中京 ㈱豊田自動織機

5 関東 大幸社寺工務店

5

公務員

陸上自衛隊（自衛官候補生）③

33 中京 三菱自動車工業㈱ 名古屋製作所岡崎工場

6 中京 ㈱アドヴィックス

34 中京

7 中京 三幸建設㈱

1 国立 佐賀大学 理工学部 機械システム工学科

8 中京 東明工業㈱ ②

2 国立 鹿児島大学 工学部 情報生体システム工学科

9 関西 ㈱鍜治田工務店

3 私立 福岡工業大学 情報工学部

三菱重工業㈱ 名古屋航空宇宙システム製作所

35 中京 三菱電機㈱ 稲沢製作所
36 中京 三菱電機㈱ 名古屋製作所

住友林業ホームエンジニアリング㈱ 東京事業部

進学

37 中京 新日鐵住金㈱ 名古屋製鐵所

10 関西 瀧川寺社建築

4 私立

38 中京 神星工業㈱

11 関西 美山茅葺㈱

5 私立 崇城大学 情報学部

39 中京 大同特殊鋼㈱ （１）

12 九州 ㈱ＮｏａｈＤｅｓｉｇｎ （１）

6 私立 崇城大学 工学部 建築学科

40 中京 日鉄住金テックスエンジ㈱ 名古屋支店

13 九州 ㈱荻原工務店

7 私立 第一工業大学 航空工学科

41 中京 日本特殊陶業㈱ 小牧工場

14 九州 ㈱千曲屋 （１）

8 私立 東京農業大学 地域環境科学部

42 中京 武蔵精密工業㈱

15 九州 福山木工

43 中京 豊田合成㈱

16 九州 力峰彫刻

10 専門 日産横浜自動車大学校

44 関西 新日鐵住金㈱尼崎製鐵所

17 熊本 ㈱シアーズホーム ②

11 専門 九州工科自動車専門学校

45 関西 大阪製鐵㈱

18 熊本 ㈱ユニクロ （１）

12 専門

麻生情報ビジネス専門学校 情報システム科 （１）

46 関西 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

19 熊本 ㈱リョーユーパン （１）

13 専門

ＫＣＳ福岡情報専門学校 システムエンジニア科

47 中国 ＪＦＥスチール㈱ 西日本製鉄所

20 熊本 ㈱日創建材

14 専門 都城コアカレッジ 情報デザイン科

48 中国 マツダ㈱ ③

21 熊本 佐村建設

15 専門 九州測量専門学校 測量科

49 九州 トヨタ自動車九州㈱

22 熊本 S.K carpenters

16 専門 熊本県立高等技術専門校

50 九州 ㈱九電工

23 熊本 井上建築

17 専門 専修学校常盤学院 調理師養成科

51 九州 京セラ㈱鹿児島川内工場

24 熊本 進永工務店

18 専門 中村調理製菓専門学校 製菓技術科 （１）

52 九州 新日鐵住金㈱八幡製鐵所

25

19 専門 福岡こども専門学校 こども総合学科 （１）

人吉・球磨

㈱U-Brand （１）

九州産業大学 工学部 都市基盤デザイン工学科 ②

9 私立 久留米大学 法学部

53 熊本 本田技研工業㈱熊本製作所

20 専門 壺溪塾 公務員受験コース ②

54

21 進学 球磨工業高校伝統建築専攻科 ③

人吉・球磨

人吉アサノ電機㈱

