
 

福岡県立 

小倉工業高等学校 
 

所 在 地 〒803-0825 

北九州市小倉北区白萩町６番１号 

電 話 番 号 ０９３－５７１－１７３８ 

ＦＡＸ番号 ０９３－５８１－６７６１ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kokura-th.fku.ed.jp/  

交 通 機 関 ＪＲ南小倉駅下車、徒歩２５分 

           または西鉄バス小倉工業高校前下車、徒歩１分 

 

１ 在籍者数（令和元年５月１日現在） 

系 
１学年 

科 
２学年 ３学年 合 計 

男 女 男 女 男 女 男 女 

機械 
37 3 機  械 38 1 36 3 111 7 

40 0 電子機械 39 0 38  2 117  2 

電気 
36  4 電  気 37  2 37  2 110  8 

37  3 電  子 39  1 40 0 116  4 

化学 26 14 工業化学 30 10 33  7  89 31 

 

２ 学校概要 

 本校は、明治３２年に創立され１２０周年を迎える輝か

しい歴史と伝統を誇る専門高校です。生徒と職員が一丸と

なって、世界にはばたき未来を切り拓くｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄを目指す

「志高き自律心と思いやりの心をもった質実剛健倉工生」

の育成をスローガンとして教育活動を展開しています。 

    機械系     電気系     化学系 

 

３ 教育課程 

 機械系・電気系・化学系の募集となり、１年次にはそれ

ぞれの系の基礎を学習します。機械系・電気系はそれぞれ

４つのコース、化学系は２つのコースがあり、２年次から

自分の興味・関心、能力・適性や進路希望に応じてコース

を選択し、進路実現を目指します。 

【機 械 系】 

 機械について合理的かつ経済的に設計・加工するための

基礎となる力学やメカニズム、また機械を動かすための電

気やコンピュータ技術などの科目を中心に基礎・基本を身

に付け、産業社会に貢献できるエンジニアを育成します。 

 ２年次から機械科の「生産技術」「自動車工業」、電子

機械科の「設計開発」「機械制御」の４つのコースに分か

れて学習します。 

【電 気 系】 

 電気エネルギーを利用した電気機器や電力設備の管理・

保守・工事などの電気技術やエレクトロニクスの進展によ

る通信・制御・コンピュータなどの技術を身に付け、高度

情報社会に貢献できる技術者を育成します。 

 ２年次から電気科の「電力管理」「電気制御」、電子科

の「ネットワーク技術」「コンピュータ技術」の４つのコ

ースに分かれて学習します。 

【化 学 系】 

 化学物質の製造、分析、環境保全、化学プラントなど

の工業化学の基礎的な知識・技術を学習し、より専門的

な化学分析技術や化学工場において化学製品の製造に携

わることのできる環境に配慮した技術者を育成します。 

 ２年次から工業化学科の「環境分析」「化学プラント」

の２つのコースに分かれて学習します。 

４ 学校行事・部活動  

☆学校行事 

  体育大会・倉工祭・ものづくり体験教室など、地域や保

護者の方々と生徒・職員がともに夢と感動を体験できる名

物行事を通して大きく成長していきます。 

☆部活動 

 全校生徒の９割以上が部活動に参加しています。３６年

連続全国大会出場の陸上部をはじめ、１７回の甲子園出場

を誇る野球部などの運動部もちろんのこと、各種工業技術

競技大会やロボット競技大会等での九州大会出場など、工

業高校ならではの部活動も優秀な成績を収めています。 

５ 進路情報 

 近年、生徒の約９割が就職希望で約１割が進学希望で

す。企業人や卒業生による各種講話・講演、インターンシ

ップ、工場見学、研修会等を実施し、常に 100％の就職率

を誇っています。また、大学等に進学するための指導も行

っています。 

６ 中学生の皆さんへメッセージ 

 生徒一人一人の無限の可能性を引き出し、社会に貢献で

きる次代を担う実践的な技術者を育成します。 

 中学生の皆さん、本校で実践的な知識や技術を学び、豊

かな心と創造性、そして、社会で必要な「生きる力」を身

に付けましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就職先企業一覧 （５０音順） 
アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 新日鐵住金㈱ 名古屋製鐵所 日鉄住金テクノロジー㈱ 八幡事業所 

アイシン精機㈱ 新日鐵住金㈱ 八幡製鐵所 日鉄住金テックスエンジ㈱ 八幡支店 

愛知製鋼㈱ 新日鉄住金化学㈱  九州製造所 日鉄住金物流八幡㈱ 

旭興産㈱ 新日鐵住金ステンレス㈱ 製造本部 八幡製造所 日鉄住金ロールズ㈱ 

旭国際テクネイオン㈱ 新日本非破壊検査㈱ 日本貨物鉄道㈱  九州支社 

東海運㈱ 九州事業部 ステラケミファ㈱ 日本水産㈱ 

ＡＧＣ㈱ 愛知工場 ㈱ＳＵＢＡＲＵ 群馬製作所 日本液炭㈱ 

ＡＧＣ㈱ 千葉工場 西部電機㈱ 日本コークス工業㈱ 北九州事業所 

大分キヤノン㈱ ㈱ゼンリン 日本無線㈱ 

大阪ガス㈱ ㈱ソフトサービス パナソニック㈱  

大阪シーリング印刷㈱ ㈱ダイセル 日立アプライアンス㈱  
家電・環境機器事業部 多賀家電本部 大阪精工㈱  大同特殊鋼㈱ 

㈱ＯＣＣ 海底システム事業所 ダイハツ工業㈱ 本社 日立金属㈱ 九州工場 

㈱カネカ  大陽日酸㈱ ㈱日立製作所 大みか事業所 

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー ㈱タカギ ㈱日立ハイテクノロジーズ 那珂地区 

関西電力㈱ 中国電力㈱ フィード・ワン㈱ 

北九州エル・エヌ・ジー㈱ ㈱ＴＢＣ 不動設計㈱ 小倉事業部 

北九州空調㈱ 大阪営業所 ㈱デンソー ㈱ブリヂストン 北九州工場 

キヤノン㈱ ㈱デンソー九州 本田技研工業㈱ 熊本製作所 

九州電気システム㈱ 東京製鐵㈱ 九州工場 本田技研工業㈱  鈴鹿製作所 

(一財)九州電気保安協会  東京電力パワーグリッド㈱ ㈱本田技術研究所 

九州電力㈱ 東芝エレベータ㈱ 九州支社 マツダ㈱ 

㈱ＱＴｎｅｔ 東邦チタニウム㈱ 茅ヶ崎工場 三島光産㈱ 

㈱九電工  東洋ガラス㈱ 千葉工場 三井化学㈱ 岩国大竹工場 

㈱キューヘン 東洋製罐㈱ 茨木工場 三井化学㈱ 大阪工場 

㈱きんでん 東洋製罐㈱ 滋賀工場 ㈱三井ハイテック 

㈱クボタ トーカロ㈱ 三菱ケミカル㈱ 黒崎事業所 

ケイミュー㈱ 北九州工場 ＴＯＴＯ㈱ 三菱重工業㈱ 下関造船所 

㈱神戸製鋼所 加古川製鉄所 ＴＯＴＯアクアテクノ㈱ 三菱重工業㈱ 名古屋航空宇宙システム製作所 
名古屋誘導推進システム製作所 ㈱神戸製鋼所 長府製造所 ㈱トッパンテクノ 

古賀ビルサービス ㈱トッパンパッケージプロダクツ 福岡工場 ㈱安川電機 

小倉合成工業㈱ 戸畑共同火力㈱ 安川マニュファクチャリング㈱ 

西部ガス㈱ トヨタ自動車㈱ ㈱ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 

西部ガス・カスタマーサービス㈱ トヨタ自動車九州㈱ ユニ・チャームプロダクツ㈱ 

西部ガスリアルライフ北九州㈱ ㈱豊田自動織機 ユニチカ㈱ 宇治事業所 

サカエ理研工業㈱ トヨタ車体㈱ 横浜冷凍㈱ 

サンアクアＴＯＴＯ㈱ トヨタ紡織㈱ 吉川精密㈱ 

山九㈱ 北九州支店 トヨタ紡織九州㈱ 理研ビタミン㈱ 大阪工場 

山九㈱ 福岡支店 西日本電気システム㈱ 理想科学工業㈱ 

山九㈱ 八幡支店 日揮触媒化成㈱ 北九州事業所 ローム・アポロ㈱ 

ＪＲ九州エンジニアリング㈱ 日産自動車㈱ ㈱ロッテ 

ジェイカムアグリ㈱ 日産自動車九州㈱ 
計 １７４名 

㈱ジェイテクト 名古屋本社 日鉄住金環境㈱ 北九州支店 

進学先学校一覧 （５０音順） 

大   学 短 期 大 学  等 専 門 学 校  等 

九州共立大学 九州職業能力開発大学校 麻生公務員専門学校 北九州校 

西日本工業大学 東筑紫短期大学 麻生情報ビジネス専門学校 北九州校 

日本経済大学  大原自動車工科大学校 

梅光学院大学 
計 ２１名 

小倉南看護専門学校 

福岡工業大学 福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 

福岡大学  放送芸術学院専門学校 

 

 

就職内定率 
 １００％ 
10 月 18 日 

 達成 


