
※入学者選抜時には「機械」・「電気」・「土木」の系で募集し、1年次は各系の基礎的な
　学習を行います。
　2年次から自分の興味・関心のある「得意技コース」（機械系4コース、電気系２コース・
　土木系2コース）に分かれ、専門性の高い知識・技術を学びます。

福岡県立八幡工業高等学校

◆機械工作コース

ものづくりを通して機械を操作し製品を作る技術を習得

◆機械制御コース

自動生産システムや機械の保守点検に関する技術を習得

◆材料加工コース

機械や自動車などの部品製造に必要な技術を習得

◆応用機械コース

広い分野で活躍する機械の利用方法や技術を習得

◆電力管理コース

発電や送電・配電など電気工事に関する技術を習得

◆電子制御・通信コース

電子工作や通信、配線技術を習得

◆設計施工コース

工事現場での作業指揮ができるよう、施工管理や測量技術を習得

◆施工実務コース

建設機械の操作、整地や掘削、水道管の敷設に関する技術を習得

工業高校ならではの行事・イベントもたくさん！

入学式 修学旅行（ベトナム）

体育大会

クラスマッチ

進路研修会 ものづくりコンテスト

八幡工業公認キャラクター

八工（はちこう）ハッチ

６月
　自立と協働を学ぶ体験活動（１年）
　進路研修会（３年）
８月
　中学生体験入学
１０月
　創立記念式典
　体育大会（１０日）
１１月
　ものづくりコンテスト全国大会
１２月
　文化祭
　クラスマッチ
１月
　修学旅行（２年）
　生徒研究発表会
３月
　卒業式



公共交通機関でお越しの場合
・JR鹿児島本線「黒崎駅」下車後徒歩約40分

・西鉄バス「西鉄黒崎バスセンター」

40・42・53・75・76・91・97・98番系統に

乗車、「別当町」下車後徒歩約２分

・高速バス「引野口」下車後徒歩約５分

⾞でお越しの場合
・国道3号「筒井町」交差点から国道200号へ入り約5分

・北九州都市高速「黒崎ランプ」黒崎方面出口よりすぐ

福岡県⽴⼋幡⼯業⾼等学校
〒806-0068 北九州市⼋幡⻄区別所町１番１号

TEL︓(093)641-6611 FAX︓(093)645-0863

体育系
・野球 ・水泳

・バレーボール ・ボート

・陸上競技 ・サッカー

・卓球 ・空手道

・テニス ・バドミントン

・柔道 ・総合運動部

・剣道 ・応援同好会

・バスケットボール ・ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ同好会

・弓道

文化系
・ギター

・写真

・吹奏楽

・書道

・美術

・理科

・総合文化部

工業系
・電機工作

・計算技術

・旋盤

・測量

・電気技術同好会

最 近 の 実 績

■バスケットボール部 H29～R1 県大会出場

■バレーボール部 H27～R1 県大会出場

■野球部 R1 第47回北九州市内高校野球大会 3位

R1 第101回全国高等学校野球選手権大会 ３位

■卓球部 H27・H28・H30 県大会出場

■柔道部 H27 県大会男子個人60kg級 3位、66kg級 優勝

H27 九州大会出場

H28 県大会男子団体ベスト8 女子個人57kg級 3位

H29 県大会男子個人81kg級 3位

H30 県大会男子団体ベスト8 男子個人66kg級 3位

90kg級 4位

■弓道部 H29・R1 九州大会出場

H30 県大会男子総合 4位

R1 インターハイ出場 国民体育大会出場

■ボート部 H27～30 国民体育大会出場

H27～R1 インターハイ出場

H28 全国選抜漕艇大会出場

H29 全九州大会シングルスカル 優勝

■空手道部 H28～30 県大会出場

■サッカー部 H27～R1 県大会出場

R1 全国高校サッカー選手権福岡大会 ベスト8

■バドミントン部 H30・R1 県大会出場

■電機工作部 H27～R1 エコデンレースin苅田出場 R1 6位(特別表彰)

H30・R1 エコデンレース(全国大会) H30 16位

■写真部 H27 高文祭写真部門福岡県展 大賞

H28 全国高等学校総合文化祭 優秀賞

H28 高文祭写真部門福岡県展 特選 入賞

■吹奏楽部 H27～28 北九州アンサンブルコンテスト 銅賞

H28 北九州吹奏楽コンクール 優良賞

R1 北九州吹奏楽コンクール 奨励賞

■計算技術部 H30 九州工業大学アイデアロボットコンテスト 優勝

■測量部 H28 ものづくりコンテスト 県大会 3位

H29 ものづくりコンテスト 県大会 2位・3位

H30 ものづくりコンテスト 県大会 3位

アイシン・エイ・ダブリュ㈱ 太平洋工業㈱ 日鉄物流八幡㈱ 安川マニュファクチャリング㈱
イーエレクス㈱ ㈱タカギ 日鉄物流八幡㈱ ユニ・チャームプロダクツ㈱
㈱池間組 タカラスタンダード㈱　福岡工場 日糖産業㈱ ㈱リージェンシー・スティール・ジャパン
一般財団法人　九州電気保安協会 ㈱DNP高機能マテリアル　戸畑工場 日本製鉄㈱　君津製鉄所 ㈱若港（若松港湾工業㈱）
大石産業㈱ ㈱ディスコ　広島事業所 日本製鉄㈱　八幡製鉄所
㈱OCC　海底ｼｽﾃﾑ事業所 ㈱デンソー九州 日本道路㈱  進学先

大分キヤノン㈱ ㈱デンソー（高専生） 濱田重工㈱　八幡支店
大阪シーリング印刷㈱ 東海カーボン㈱　九州若松工場 ㈱日立金属若松
大阪精工㈱ 東京製鐵㈱　九州工場 ひびきエル・エヌ・ジー㈱
㈱九州建設マネジメントセンター 東芝エレベータ㈱　九州支社 ㈱深江工作所
九州電力㈱ ＴＯＴＯサニテクノ　㈱ ㈱ふくれん
九州旅客鉄道㈱ 東邦チタニウム㈱　茅ヶ崎工場 富士岐工産㈱　　　
㈱九電工 東洋製罐㈱　基山工場 ㈱ブリジストン　北九州工場
㈱キューヘン ㈱トッパンパッケージプロダクツ福岡工場 ホシデン九州㈱ ◆専門学校◆専門学校◆専門学校◆専門学校

北九州高速鉄道㈱ 戸畑共同火力㈱ ㈱松尾組 麻生情報ビジネス専門学校
黒崎播磨㈱ トピー工業㈱　豊橋製造所 ㈱松尾設計 FCC福岡建設専門学校
ケイミュー㈱ 北九州工場 豊田合成九州㈱ マツダ㈱ 北九州市立高等理容美容学校
西部ガステクノソリューション㈱ トヨタ自動車㈱ ㈱三井ハイテック KSC情報専門学校
山九㈱　八幡支店 トヨタ自動車九州㈱ 三菱ケミカル㈱　福岡事業所 香蘭FD専門学校
山九プラントテクノ㈱ トヨタ紡織九州㈱　 三菱ケミカル㈱ 総合学園ヒューマンアカデミー
山九㈱　黒崎事務所　（プラント事業部） トヨテツ福岡㈱ 三菱ケミカル物流㈱　黒崎支店
㈱山九ロードエンジニアリング 中西金属工業㈱ 三菱ふそうトラック・バス㈱会社　九州ふそう 公務員

JFEスチール㈱　西日本製鉄所 日揮触媒化成㈱　北九州事業所　 三菱マテリアル㈱　九州工場　　 北九州市 初級一般技術(土木)
㈱白海 日産自動車九州㈱ ㈱もち吉 航空自衛隊自衛官候補生
㈱しろみず 日産車体エンジニアリング㈱ 山口建設工業㈱ 陸上自衛隊一般曹候補生
新日本非破壊検査㈱ 日鉄環境㈱ 安川オートメーション・ドライブ㈱
ダイハツ九州㈱ 日鉄テクノロジー㈱　八幡事業所 安川設備メンテナンス㈱
ダイハツ工業㈱　本社 日鉄テックスエンジ㈱　八幡支店 ㈱安川電機

久留米工業大学
福岡工業大学

就職に向けて充実した資格取得！

在学中に取得できる主な資格

福岡大学
西日本工業大学

地元に強い！豊富な進路選択！

毎年就職(内定)率　１００％ 
２０１９年度　主な進路先(五十音順)(五十音順)(五十音順)(五十音順)

◆大学◆大学◆大学◆大学

九州共立大学

危険物取扱者(乙種第1類～乙種第6類) 第一種電気工事士【電気系】 小型車両系建設機械運転特別教育【土木系】
二級ボイラー技士 第二種電気工事士【電気系】【機械系・機械制御コース】【機械系・応用機械コース】 計算技術検定試験
ボイラー実技講習 第三種電気主任技術者【電気系】 情報技術検定試験
アーク溶接特別教育 工事担任者(DD3種)【電気系】 パソコン利用技術検定試験
玉掛技能講習 測量士補【土木系】 工業英語能力検定試験
クレーン運転業務特別教育 2級土木施工管理技術検定【土木系】 リスニング英語検定試験
基礎製図検定試験【機械系・機械工作コース】 測量技術認定試験【土木系】 日本語能力検定試験(漢検)
溶接技能者評価試験基本級【機械系・材料加工コース】 測量技術検定2級【土木系】
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