沿

革

昭和１２年 １月３１日
昭和１２年 ２月 ５日
昭和１２年 ４月１０日
昭和１３年 ４月３０日
昭和１４年 ４月 １日
昭和１４年 ５月１８日
昭和１６年１１月 ４日
昭和１６年１２月２７日
昭和１８年 ４月 １日
昭和２３年 ２月 ７日
昭和２３年 ４月 １日

昭和２３年 ８月３０日
昭和２３年１１月 ９日
昭和２４年 ３月１９日
昭和２５年１１月２９日
昭和２６年 ９月 ４日
昭和２７年 ５月２５日
昭和２７年 ６月２６日
昭和２８年 ７月
昭和２８年１２月１２日
昭和２９年 ８月２８日
昭和２９年１０月２１日
昭和３０年 ３月３１日
昭和３１年 ２月１０日
昭和３１年 ３月 ６日
昭和３１年 ４月 １日
昭和３２年 ３月 ３日
昭和３２年 ３月３１日
昭和３２年 ４月 １日
昭和３２年 ５月１２日
昭和３３年 ３月３１日
昭和３３年 ４月 １日
昭和３４年 ３月３１日
昭和３４年 ８月１３日
昭和３５年 ２月２０日
昭和３６年 ３月３１日
昭和３６年１２月 １日
昭和３７年 ４月 １日
昭和３７年
昭和３７年
昭和３８年
昭和３８年

４月１４日
７月３１日
１月 ８日
３月３０日

文部省告示代２８号により同年４月より開校の件認可
名 称 埼玉県立川口工業学校（設置課程 機械課程）
本校学則制定
川口市上青木５丁目川口第４小学校に於いて開校
川口市前川町１丁目２５４２の現位置の新校舎に移転
学則変更により生徒定員２００名を４００名と改められる。
校旗制定
校歌制定
第１回卒業式挙行
学則変更により生徒定員４００名を６００名と改められる。
ＰＴＡ発足す
学校改革により新制高等学校に昇格
埼玉県立川口工業高等学校と改称 定員４８０名
設置課程（機械課程の外電力課程、電気通信課程新設）
校章制定
学校図書館設置
工業高等学校第１回卒業式及び併設中学校最後の卒業式挙行
国旗掲揚塔建設
校歌修正
校長公舎竣工
特別教室竣工
電力課程は電気事業主任技術者（第三種）認定校となる
（通産省告示第１４４号）
文部省産業教育研究指定校となる
後援会発足す
新運動場拡張
鋳物試験室竣工
原動機実験室竣工
文部省産業教育研究発表
新校旗制定
電力課程を電気科に改める
国旗掲揚塔改設
電気通信実験室竣工
学則変更により生徒定員４８０名を６００名に改められる
（機械科１学級の増）
運動部後援会設立
校舎増築及び電気通信実験室、電気実験室、材料試験室竣工
昭和３３年教学第４１２号の２により定時制課程設置認可
（機械、電気科）定員 機械３２０名 電気１６０名
校地拡張（２，９７４坪）
体育館（２４０坪）竣工
体育館付属施設シャワー、更衣室竣工及び体育館落成
旧講堂 ２教室改築
運動場拡張工事（東側池埋設）と野球バックネット、テニス、
バレー場完成
学則変更により生徒定員６００名を７２０名に改められる
（電気科１学級の増）
定時制電気科は電気主任技術者（第三種）認定校となる
給食室竣工（５４坪）
電気通信科を電子科と変更
校舎増築（６教室１７８坪）及び電子実験室（６２坪）竣工

昭和３８年 ４月 １日
昭和３９年 ５月２４日
昭和４０年 ４月 １日
昭和４０年 ４月１１日
昭和４１年 ７月３１日
昭和４２年 ３月３０日
昭和４２年 ９月２６日
昭和４２年１１月１６日
昭和４３年 ４月 ３日
昭和４５年 ２月１４日
昭和４６年 １月２８日
昭和４６年１１月 ６日
昭和５０年 ４月１０日
昭和５０年 ６月２８日
昭和５１年 ４月 １日
昭和５２年 ３月 ３日
昭和５３年 ４月１３日
昭和５４年 ３月１６日
昭和５４年 ４月 １日
昭和５５年 ２月１９日
昭和５６年 １月３１日
昭和５７年 ６月１５日
昭和５７年１０月１５日
昭和６０年 ３月２０日
昭和６１年 ４月 １日
昭和６２年 ４月 １日
昭和６３年 ４月 １日
平成 元年 ４月 １日

平成 ３年 ４月 １日
平成 ４年 ４月 １日
平成 ５年 ４月 １日
平成 ６年 ４月 １日
平成 ７年 ３月３１日
平成 ７年 ４月 １日
平成 ８年１０月３１日
平成 ９年 ３月３１日
平成 ９年 ４月 １日
平成１０年 ２月 ７日
平成１０年 ９月２８日
平成１２年 ４月 １日
平成１３年 ４月 １日

学則変更により生徒定員７２０名を８４０名に改められる
（電子科１学級増）
５０メートル、７コース公認プール竣工
定時制機械科１学級増
学則変更により定員７２０名を８４０名に改められる
（機械科１学級の増）
１号館（Ｈ・Ｒ棟１部）竣工
機械実習棟竣工
運動場拡整地完成
創立３０周年記念競歩大会
電気・電子実習棟竣工
１号館（Ｈ・Ｒ棟）竣工
管理棟竣工
創立３５周年記念、新校舎落成祝賀式典挙行。同窓会館落成
格技棟竣工 国旗掲揚塔再建
格技棟竣工 落成式挙行
定時制機械科１学級減
機械科鍛造実習棟竣工
雨天練習場竣工
機械科実習棟（２階）竣工
校長公舎敷地を教育局福祉課へ所属替
部室（Ａ棟、Ｂ棟各２階）竣工
体育館竣工
食堂兼合宿所竣工
創立４５周年記念式典挙行
防球ネット改修工事竣工
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
生徒定員９６８名となる。
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
生徒定員９８４名となる。
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
生徒定員１，０００名となる。
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
生徒定員１，００８名となる。電子科第１学年男女共学実施。
開校記念日を４月１０日から４月３０日に変更
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
生徒定員９９２名となる。
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
生徒定員９３６名となる。（機械科１学級減）
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
生徒定員８８０名となる。
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
生徒定員８４０名となる。
家庭科室棟建築工事竣工
定時制機械科１学級減
普通教室棟耐震補強工事竣工
防災拠点施設竣工
電気科第１学年男女共学実施
グラウンド改修工事竣工
電気電子実習棟耐震補強工事竣工
定時制１年次 単位制による工業技術科に再編、男女共学実施
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
生徒定員８００名となる（機械科１学級減）

平成１４年 ４月 １日
平成１４年１０月 ２日
平成１５年 ４月 １日

平成１５年 ４月 １日

平成１５年１１月１７日
平成１６年 ９月２２日
平成１７年 ４月 １日

埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
生徒定員７６０名となる（機械科１学級減）
機械科実習棟耐震補強工事竣工
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
生徒定員７２０名となる（機械科１学級減）
機械科第１学年男女共学実施
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
定時制機械科・電気科を廃止し、単位制による工業技術科
生徒３２０名となる。
管理棟他快適ハイスクール施設設備工事竣工
管理棟耐震補強工事竣工
埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の施行により、
電子科を情報通信科に科名変更

