
大阪府立高等学校 平成31年度 収容定員 
 

※１年生に設置している学科等により分類しています。 
 

○全日制の課程普通科設置校（定時制の課程及び専門学科を併置する高等学校を含

む。） 

校 名 課 程 学 科 収容定員(人) 

大阪府立東淀川高等学校 全日制 普通科 840 

大阪府立北淀高等学校 全日制 普通科 280 

大阪府立旭高等学校 全日制 
普通科 
国際教養科 

1,000 

大阪府立茨田高等学校 全日制 普通科 680 

大阪府立清水谷高等学校 全日制 普通科 880 

大阪府立夕陽丘高等学校 全日制 
普通科 
音楽科 

960 

大阪府立港高等学校 全日制 普通科 880 

大阪府立市岡高等学校 
全日制 
（単位制） 

普通科 960 

大阪府立泉尾高等学校 全日制 普通科 200 

大阪府立大正高等学校 全日制 普通科（総合選択制） 200 

大阪府立勝山高等学校 全日制 普通科 560 

大阪府立阿倍野高等学校 全日制 普通科 1,000 

大阪府立東住吉高等学校 全日制 
普通科 
芸能文化科 

1,000 

大阪府立平野高等学校 全日制 普通科 720 

大阪府立阪南高等学校 全日制 普通科 840 

大阪府教育センター附属高等学校 
全日制 
（単位制） 

普通科 760 

大阪府立池田高等学校 全日制 普通科 1,120 

大阪府立渋谷高等学校 全日制 普通科 920 

大阪府立桜塚高等学校 

全日制 普通科 1,080 

定時制 
（単位制） 

普通科 280 



大阪府立豊島高等学校 全日制 普通科 960 

大阪府立刀根山高等学校 全日制 普通科 1,080 

大阪府立箕面高等学校 全日制 
普通科 
国際科（グローバル科） 

1,160 

大阪府立春日丘高等学校 

全日制 普通科 960 

定時制 
（単位制） 

普通科 200 

大阪府立茨木西高等学校 全日制 普通科 880 

大阪府立北摂つばさ高等学校 全日制 
普通科 
普通科（総合選択制） 

840 

大阪府立吹田高等学校 全日制 普通科 840 

大阪府立吹田東高等学校 全日制 普通科 960 

大阪府立北千里高等学校 全日制 普通科 1,120 

大阪府立山田高等学校 全日制 普通科 1,160 

大阪府立三島高等学校 全日制 普通科 1,080 

大阪府立高槻北高等学校 全日制 普通科 1,120 

大阪府立芥川高等学校 全日制 普通科 1,080 

大阪府立阿武野高等学校 全日制 普通科 769 

大阪府立大冠高等学校 全日制 普通科 1,040 

大阪府立槻の木高等学校 
全日制 
（単位制） 

普通科 720 

大阪府立摂津高等学校 全日制 
普通科 
体育科 

1,040 

大阪府立島本高等学校 全日制 普通科 640 

大阪府立寝屋川高等学校 
全日制 普通科 1,120 

定時制 
（単位制） 

普通科 360 

大阪府立西寝屋川高等学校 全日制 普通科 760 

大阪府立北かわち皐が丘高等学校 全日制 普通科 720 

大阪府立枚方高等学校 全日制 
普通科 
国際教養科 

1,000 

大阪府立長尾高等学校 全日制 普通科 760 



大阪府立牧野高等学校 全日制 普通科 1,040 

大阪府立香里丘高等学校 全日制 普通科 1,000 

大阪府立枚方津田高等学校 全日制 普通科 960 

大阪府立守口東高等学校 全日制 普通科 720 

大阪府立門真西高等学校 全日制 普通科 720 

大阪府立野崎高等学校 全日制 普通科 720 

大阪府立緑風冠高等学校 全日制 
普通科 
普通科（総合選択制） 

800 

大阪府立交野高等学校 全日制 普通科 920 

大阪府立布施高等学校 

全日制 普通科 1,000 

定時制 
（単位制） 

普通科 200 

大阪府立花園高等学校 全日制 
普通科 
国際教養科 

960 

大阪府立かわち野高等学校 全日制 普通科 720 

大阪府立みどり清朋高等学校 全日制 普通科 800 

大阪府立山本高等学校 全日制 普通科 840 

大阪府立八尾高等学校 全日制 普通科 920 

大阪府立八尾翠翔高等学校 全日制 普通科 729 

大阪府立大塚高等学校 全日制 
普通科 
体育科 

800 

大阪府立柏原東高等学校 全日制 普通科 440 

大阪府立河南高等学校 全日制 普通科 1,000 

大阪府立富田林高等学校 全日制 普通科 720 

大阪府立金剛高等学校 全日制 
普通科 
普通科（総合選択制） 

720 

大阪府立懐風館高等学校 全日制 普通科 720 

大阪府立長野高等学校 全日制 
普通科 
国際教養科 

720 



大阪府立長野北高等学校 全日制 普通科 440 

大阪府立藤井寺高等学校 全日制 普通科 840 

大阪府立狭山高等学校 全日制 普通科 880 

大阪府立登美丘高等学校 全日制 普通科 1,000 

大阪府立泉陽高等学校 全日制 普通科 1,080 

大阪府立鳳高等学校 
全日制 
（単位制） 

普通科 960 

大阪府立金岡高等学校 全日制 普通科 1,000 

大阪府立東百舌鳥高等学校 全日制 普通科 880 

大阪府立堺西高等学校 全日制 普通科 920 

大阪府立福泉高等学校 全日制 普通科 720 

大阪府立堺上高等学校 全日制 普通科 800 

大阪府立美原高等学校 全日制 普通科 720 

大阪府立泉大津高等学校 全日制 普通科 880 

大阪府立信太高等学校 全日制 普通科 880 

大阪府立高石高等学校 全日制 普通科 1,080 

大阪府立和泉高等学校 全日制 
普通科 
国際科（グローバル科） 

1,120 

大阪府立久米田高等学校 全日制 普通科 960 

大阪府立佐野高等学校 全日制 
普通科 
国際教養科 

1,040 

大阪府立日根野高等学校 全日制 普通科 760 

大阪府立貝塚南高等学校 全日制 普通科 800 



大阪府立りんくう翔南高等学校 全日制 普通科 720 

大阪府立泉鳥取高等学校 全日制 普通科 720 



○全日制の課程専門学科設置校（定時制の課程（総合学科）を併置する学校を含む。） 

校 名 課 程 学 科 収容定員(人) 

大阪府立園芸高等学校 全日制 
フラワーファクトリ科 
環境緑化科 
バイオサイエンス科 

609 

大阪府立農芸高等学校 全日制 
ハイテク農芸科 
食品加工科 
資源動物科 

600 

大阪府立淀川工科高等学校 全日制 

機械系 
機械技術科（専科） 
機械設計科（専科） 

920 

電気系 
電気技術科（専科） 
電子情報通信科（専科） 

メカトロニクス系 電子機械科（専科） 

工学系 大学進学科（専科） 

大阪府立西野田工科高等学校 

全日制 

機械系 
機械技術科（専科） 
生産技術科（専科） 
機械制御科（専科） 

760 

電気系 
電気技術科（専科） 
電子制御科（専科） 

建築都市工学系 
建築システム科（専科） 
都市工学科（専科） 

工業デザイン系 工業デザイン科（専科） 

定時制 総合学科 200 

大阪府立今宮工科高等学校 

全日制 

機械系 
機械技術科（専科） 
生産技術科（専科） 

800 

電気系 
電気技術科（専科） 
電子制御科（専科） 

建築系 建築科（専科） 

グラフィック 
デザイン系 

グラフィックデザイン科 
（専科） 

工学系 大学進学科（専科） 

定時制 総合学科 240 



大阪府立茨木工科高等学校 

全日制 

機械系 
機械技術科（専科） 
生産技術科（専科） 

760 

電気系 
電気技術科（専科） 
電子情報通信科（専科） 

環境化学システ
ム系 

環境システム科（専科） 
化学システム科（専科） 

工学系 大学進学科（専科） 

定時制 総合学科 200 

大阪府立城東工科高等学校 全日制 

機械系 
機械技術科（専科） 
機械設計科（専科） 

880 電気系 
電気技術科（専科） 
電子情報通信科（専科） 

メカトロニクス系 
ロボット工学科（専科） 
制御システム科（専科） 

大阪府立布施工科高等学校 全日制 

機械系 
機械技術科（専科） 
生産技術科（専科） 
機械制御科（専科） 

840 
電気系 

電気技術科（専科） 
電子情報通信科（専科） 

建築設備系 
建築システム科（専科） 
設備システム科（専科） 

大阪府立藤井寺工科高等学校 

全日制 

機械系 
機械技術科（専科） 
機械設計科（専科） 

840 電気系 
電気技術科（専科） 
電子情報通信科（専科） 

メカトロニクス系 
ロボット工学科（専科） 
制御システム科（専科） 

定時制 総合学科 280 

大阪府立堺工科高等学校 
全日制 

機械系 
機械技術科（専科） 
機械制御科（専科） 

920 電気系 
電気技術科（専科） 
電子制御科（専科） 

環境化学システ
ム系 

化学分析技術科（専科） 
環境システム科（専科） 

定時制 総合学科 280 



大阪府立佐野工科高等学校 

全日制 

機械系 
機械技術科（専科） 
機械設計科（専科） 

800 
電気系 

電気技術科（専科） 
電子制御科（専科） 

産業創造系 
製品開発科（専科） 
テキスタイルデザイン科 

（専科） 

定時制 総合学科 240 

大阪府立住吉高等学校 全日制 
国際文化科 
総合科学科 

840 

大阪府立千里高等学校 全日制 
国際文化科 
総合科学科 

920 

大阪府立泉北高等学校 全日制 
国際文化科 
総合科学科 

840 

大阪府立北野高等学校 全日制 
文理学科文科（人文社会国際系） 
文理学科理科（理数探究系） 

1,000 

大阪府立大手前高等学校 
全日制 

文理学科文科（人文社会国際系） 
文理学科理科（理数探究系） 
普通科 

1,080 

定時制 
（単位制） 

普通科 200 

大阪府立高津高等学校 全日制 
文理学科文科（人文社会国際系） 
文理学科理科（理数探究系） 
普通科 

1,080 

大阪府立天王寺高等学校 全日制 
文理学科文科（人文社会国際系） 
文理学科理科（理数探究系） 

1,080 

大阪府立豊中高等学校 全日制 
文理学科文科（人文社会国際系） 
文理学科理科（理数探究系） 
普通科 

1,080 

大阪府立豊中高等学校能勢分校 全日制 総合学科 80 

大阪府立茨木高等学校 全日制 
文理学科文科（人文社会国際系） 
文理学科理科（理数探究系） 
普通科 

1,040 

大阪府立四條畷高等学校 全日制 
文理学科文科（人文社会国際系） 
文理学科理科（理数探究系） 
普通科 

1,080 

大阪府立生野高等学校 全日制 
文理学科文科（人文社会国際系） 
文理学科理科（理数探究系） 
普通科 

1,080 

大阪府立三国丘高等学校 

全日制 
文理学科文科（人文社会国際系） 
文理学科理科（理数探究系） 
普通科 

1,000 

定時制 
（単位制） 

普通科 200 

大阪府立岸和田高等学校 全日制 
文理学科文科（人文社会国際系） 
文理学科理科（理数探究系） 
普通科 

1,000 

大阪府立港南造形高等学校 全日制 総合造形科 

美術科 
造形教養科 
工芸科 
デザイン科 

600 

     



 

○全日制の課程総合学科設置校（エンパワメントスクール及びクリエイティブスクール

を除く。） 

校 名 課 程 学 科 収容定員(人) 

大阪府立柴島高等学校 全日制 総合学科 849 

大阪府立大正白稜高等学校 全日制 総合学科 480 

大阪府立今宮高等学校 全日制 総合学科 720 

大阪府立能勢高等学校 全日制 総合学科 80 

大阪府立千里青雲高等学校 全日制 総合学科 800 

大阪府立福井高等学校 全日制 総合学科 720 

大阪府立枚方なぎさ高等学校 全日制 
総合学科 
普通科（総合選択制） 

731 

大阪府立芦間高等学校 全日制 総合学科 720 

大阪府立門真なみはや高等学校 全日制 総合学科 760 

大阪府立枚岡樟風高等学校 全日制 総合学科 720 

大阪府立八尾北高等学校 全日制 総合学科 720 

大阪府立松原高等学校 全日制 総合学科 811 

大阪府立堺東高等学校 全日制 総合学科 849 

大阪府立成美高等学校 全日制 
総合学科 
普通科（総合選択制） 

720 

大阪府立伯太高等学校 全日制 総合学科 760 

大阪府立貝塚高等学校 全日制 総合学科 811 

 

○全日制の課程総合学科設置校（エンパワメントスクール） 

校 名 課 程 学 科 収容定員(人) 

大阪府立淀川清流高等学校 全日制 総合学科 420 

大阪府立成城高等学校 

全日制 総合学科 595 

定時制 総合学科 200 

大阪府立西成高等学校 全日制 総合学科 639 



大阪府立長吉高等学校 全日制 総合学科 630 

大阪府立箕面東高等学校 全日制 総合学科 630 

大阪府立布施北高等学校 全日制 総合学科 630 

大阪府立和泉総合高等学校 
全日制 総合学科 660 

定時制 総合学科 200 

大阪府立岬高等学校 全日制 総合学科 595 

 

 

○全日制の課程総合学科設置校（クリエイティブスクール） 

校 名 課 程 学 科 収容定員(人) 

大阪府立東住吉総合高等学校 全日制 総合学科 720 

 

 

○多部制単位制普通科設置校（クリエイティブスクール）（通信制の課程併置校を含む。） 

校 名 課 程 学 科 収容定員(人) 

大阪府立桃谷高等学校 

定時制 
（多部制 
単位制） 

普通科 880 

通信制 
（単位制） 

普通科 3,250 

 


