
入

①危険物取扱者（乙種【１～６類】）， 

       （甲種） 

②電気工事士（第１種,第２種） 

③ボイラー技士 

④消防設備士 

⑤毒物劇物取扱責任者 

⑥測量士補・測量士 

⑦土木施工管理技術検定試験 

⑧ガス溶接技能講習 

【学校教育目標】  
『力と勢い、そして、夢を追い続ける岩工づくり ～「今、ここ」を大切にして～』 

岩国工業高等学校（以下 岩工）では、毎年「岩工ＨＯＴニュース」を発行しています。紙面では、学校の

行事や資格試験、進路指導等、生徒の活躍や学習の成果の様子を紹介しております。また、「岩工ホームページ」

では、紙面では紹介出来ない魅力ある記事や、生徒の頑張っている活動・報告なども掲載しています。気軽に

アクセスしてみてください。 岩工ホームページ（http://www.iwakuni-t.ysn21.jp） 

一学期の主な学校行事 

部活動などの成績 
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岩柳大会結果（春季） 
 ハンドボール部１位  バレーボール部１位   

  ソフトテニス部１位  弓道部（女子）１位 

 陸上競技部 総合１位  

 フェンシング部(男子)１位  Ｍ:機械科 Ｅ:電気科 Ｕ:都市工学科 Ｇ:ｼｽﾃﾑム化学科 

岩工在学中に取得できる国家資格 

 フェンシング部      
全国選抜大会   男子団体 出場 

中国選手権大会  男子団体 第１位 

       男子個人 第１位  Ｇ１ 堀部 (フルーレ) 

            第２位  Ｇ２ 柏原（フルーレ）  

            第１位  Ｕ３ 菊池（エペ）  

              女子個人 第１位  Ｕ１ 森多（フルーレ）  

            第２位  Ｕ１ 森多（サーブル）  

山口県総合体育大会  男子団体 第１位（インターハイ出場） 

        男子個人 第１位 Ｇ１ 堀部（フルーレ） 

            第２位 Ｅ３ 石村（フルーレ） 

       男子個人 第１位 Ｕ３ 菊池（エペ） 

        女子個人 第１位 Ｕ１ 森多（フルーレ） 

                      （以上、個人インターハイ出場） 

 ハンドボール部 
全国選抜大会     出場 

中国選手権大会    第１位  

山口県総合体育大会   第１位   （インターハイ出場） 

入学式 

 弓道部 
全国選抜大会     男子団体 出場 

中国選手権大会    男子・女子団体 出場 

           男子個人 第６位 Ｍ３ 安村 

           女子個人 第５位 Ｕ３ 武内 

 陸上競技部 
中国選手権大会   男子個人 第３位 Ｕ３小川 (三段跳) 

               出場  Ｕ３小川 (幅 跳) 

               出場  Ｍ２坂本  (三段跳) 

山口県総合体育大会  男子個人 第１位 Ｕ３小川 (三段跳) 

                 （インターハイ出場）                                    

 バレーボール部 
中国選手権大会予選    第４位 （中国大会出場）                              

 ソフトテニス部 
中国選手権大会 男子個人 出場 （３ペア）     

             Ｅ３ 神田、Ｅ３ 加藤 

             Ｇ２ 村中、Ｇ３ 藤本 

             Ｕ１ 坂本、Ｅ３ 二反田 

企業見学 

 

就
 
 
 
 
 
職 

関東 出光興産 ＪＸＴＧエネルギー 日本飛行機 日野自動車 鹿島道路 日新製鋼建材 日立建機日本 
大豊建設 前田道路 みらい建設工業  大成ロテック  西武ホールディング 自衛隊 

東海 トヨタ自動車  

関西 西日本旅客鉄道 住友電気工業 神戸製鋼所 川崎重工業 ダイセル ユニチカ 日本触媒  
東洋佐々木ガラス    

中国 

中国電力 マツダ 日本製鋼所 ＪＦＥスチール 三菱ケミカル ＩＨＩ 日東電工 中電環境テクノス 
トーヨーエイテック ユーシン 新川電機  モルテン  広島アルミニウム工業 オンド  
西日本高速道路メンテナンス 福井建設 水Ｉｎｇ マツダＥ＆Ｔ シーエム・エンジニアリング   
ワイテック  

山口 三井化学 JXTGエネルギー 日立製作所 宇部興産 新日鐵住金ステンレス 三新化学工業 
日鉄住金テックスエンジ 東洋鋼鈑 セントラル硝子 東ソー トクヤマ  山口県警察  

岩国 
帝人ファーマ 東洋紡 日本製紙 日本製紙ユニテック ティーエスプレシジョン 東洋自動機  
旭化成建材 日栄興業 日新メンテナンス デルタ工業 ユニオン石油工業 カワトＴ．Ｐ．Ｃ   
ミヤベ  ＣＡＤＹＡ－林  もりわき歯科クリニック 岩国市消防組合 

進
学 

大学 筑波大学 帝京大学 環太平洋大学 広島工業大学 久留米工業大学 

短大 岩国短期大学 広島国際学院短期大学部  

専門学校 中日本航空専門学校 広島公務員専門学校 専門学校ＨＡＬ大阪校 東京アカデミー  

 防災教育 

（土砂災害） 

ハンドボール部 

フェンシング部

 ものづくりコンテスト 
測量部門    第１位  Ｕ３ 河井、濵重、福岡 

                 （中国大会出場）                              

H３０ 乙種 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 合計 甲種 

６月 人数 28 41 21 128 33 27 278 6 

H２９ 乙種 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 合計 甲種 

６月 人数 12 20 22 94 20 11 179 1 

 左の表は、取得できる資格一覧です。本校では、放課後や朝学の

時間を利用して資格試験の学習に取り組んでいます。資格を取得す

ることで、自分の希望や夢を叶えることが可能になります。 

 特に、学校全体で取得に力を入れているのが、危険物取扱者（乙

種、甲種）です。下表は昨年度と今年度（６月実施）の合格者数を

まとたものです。その中でも、今年度は１年生の乙種４類の合格率

が７５％と、大変多くの生徒が合格できました。 

清掃活動 
（錦帯橋） 


