
　
県立高等学校の学校名（開校時期と命名要素）

浦和 熊谷 川越
浦和第一
女子

熊谷農業 熊谷女子

春日部 川越女子

久喜 不動岡 本庄 川越工業
川越総合
（川越農業）

秩父農工
科学

松山 深谷商業 杉戸農業

小川 秩父 児玉 浦和西 春日部女子 川口工業 幸手桜

飯能 越ケ谷 豊岡

鴻巣 大宮 川口 深谷第一 大宮中央 羽生実業 松山女子 行田工業 戸田翔陽 狭山緑陽
いずみ

（与野農工）

所沢 小鹿野 与野 岩槻商業 浦和商業 大宮商業 寄居城北 進修館

蕨 上尾 草加 熊谷商業 熊谷工業 浦和工業

朝霞 狭山工業 玉川工業 大宮工業

久喜工業 春日部工業

岩槻 皆野 常盤 越谷北 川口北 所沢北 鴻巣女子 所沢商業
児玉白楊
（児玉農工）

蓮田松韻 誠和福祉

坂戸 羽生 和光 越谷南 川越南 熊谷西 栗橋北彩 上尾鷹の台

桶川 越生 新座 吉川美南

八潮 志木 日高

深谷 北本 三郷

富士見 白岡 杉戸 草加南 羽生第一 上尾南 滑川総合
新座

総合技術
伊奈学園
総合

大宮武蔵野 新座柳瀬 芸術総合 南稜

ふじみ野 鷲宮 妻沼 本庄北 春日部東 川口東 狭山経済
三郷

工業技術
吹上秋桜 岩槻北陵

庄和 松伏 宮代 浦和北 飯能南 朝霞西 狭山清陵 鶴ケ島清風

鳩山 川越西 所沢西 坂戸西 上尾橘 川越初雁

越谷西 大宮東 桶川西 入間向陽 川口青陵

所沢中央 草加東 三郷北

大宮南 越谷東 浦和東

草加西 八潮南

昭和６１年～ 鳩ケ谷
越谷

総合技術
和光国際 大宮光陵 久喜北陽

◆「２１世紀いきいきハイスクール推進計画」による新しい高校の名称

　①　地域名（市町村名）

　　・　本庄　　　　：　本庄＋本庄北

　　・　豊岡　　　　：　豊岡＋入間

　　・　ふじみ野　　：　大井＋福岡

　②　地域名＋教育内容

　　・　秩父農工科学：　秩父農工＋秩父東

　　・　滑川総合　　：　滑川＋吉見

　③　地域名＋象徴

　　・　戸田翔陽　　：　戸田＋浦和商業（定）＋与野（定）＋蕨（定）

　　・　狭山緑陽　　：　狭山＋川越（定）＋豊岡（定）

　　・　寄居城北　　：　寄居＋川本

　　・　蓮田松韻　　：　蓮田＋菖蒲

　　・　栗橋北彩　　：　栗橋＋北川辺

　　・　上尾鷹の台　：　上尾沼南＋上尾東

　　・　新座柳瀬　　：　新座北＋所沢東

　　・　吹上秋桜　　：　吹上＋鴻巣（定）＋熊谷女子（定）＋深谷商業（定）

　　・　鶴ケ島清風　：　鶴ケ島＋毛呂山

　　・　幸手桜　　　：　幸手商業＋幸手

　　・　吉川美南　　：　吉川＋草加（定）

　④　教育内容

　　・　誠和福祉　　：　不動岡誠和＋騎西

　⑤　象徴

　　・　進修館　　　：　行田進修館＋行田女子＋行田工業

昭和５１～６０年

※　網掛けは「２１世紀いきいきハイスクール推進計画」により新たに設置された高校

　　　　　　　分類

開校時期

地域名
地域名＋教育内容 地域名＋象徴 教育内容 象徴

市町村名（旧名を含む） 地名＋方角・順序

明治時代

大正時代

昭和元～２０年

昭和２１～４０年

昭和４１～５０年

資料３



資料４　
県立高等学校の学校名（開校時期と命名要素）

浦和 熊谷 川越
浦和第一
女子

熊谷農業 熊谷女子

春日部 川越女子

久喜 不動岡 本庄 川越工業
川越総合
（川越農業）

秩父農工
科学

松山 深谷商業 杉戸農業

小川 秩父 児玉 浦和西 春日部女子 川口工業 幸手商業

飯能 越ヶ谷 豊岡

鴻巣 大宮 川口 深谷第一 大宮中央 羽生実業 松山女子 行田工業 戸田翔陽 狭山緑陽
いずみ

（与野農工）

所沢 小鹿野 与野 岩槻商業 浦和商業 大宮商業 寄居城北 進修館

蕨 上尾 草加 熊谷商業 熊谷工業 浦和工業

朝霞 狭山工業 玉川工業 大宮工業

久喜工業 春日部工業

岩槻 皆野 常盤 越谷北 川口北 所沢北 鴻巣女子 所沢商業
児玉白楊
（児玉農工）

蓮田松韻 誠和福祉

坂戸 吉川 羽生 越谷南 川越南 熊谷西 栗橋北彩 上尾鷹の台

和光 桶川 越生

新座 八潮 志木

日高 深谷 北本

三郷

富士見 白岡 杉戸 草加南 羽生第一 上尾南 滑川総合
新座

総合技術
伊奈学園
総合

大宮武蔵野 新座柳瀬 芸術総合 南稜

入間 大井 鷲宮 本庄北 春日部東 川口東 狭山経済
三郷

工業技術
吹上秋桜 岩槻北陵

妻沼 庄和 幸手 浦和北 飯能南 朝霞西 狭山清陵 鶴ケ島清風

松伏 宮代 鳩山 川越西 所沢西 坂戸西 上尾橘 川越初雁

越谷西 大宮東 桶川西 入間向陽 川口青陵

所沢中央 草加東 三郷北

大宮南 越谷東 浦和東

草加西 八潮南

昭和６１年～ 鳩ヶ谷
越谷

総合技術
和光国際 大宮光陵 久喜北陽

◆「２１世紀いきいきハイスクール推進計画」による新しい高校の名称

　①　地域名＋教育内容

　　・　秩父農工科学：　秩父農工＋秩父東

　　・　滑川総合　　：　滑川＋吉見

　②　地域名＋象徴

　　・　戸田翔陽　　：　戸田＋浦和商業（定）＋与野（定）＋蕨（定）

　　・　狭山緑陽　　：　狭山＋川越（定）＋豊岡（定）

　　・　寄居城北　　：　寄居＋川本

　　・　蓮田松韻　　：　蓮田＋菖蒲

　　・　栗橋北彩　　：　栗橋＋北川辺

　　・　上尾鷹の台　：　上尾沼南＋上尾東

　　・　新座柳瀬　　：　新座北＋所沢東

　　・　吹上秋桜　　：　吹上＋鴻巣（定）＋熊谷女子（定）＋深谷商業（定）

　　・　鶴ケ島清風　：　鶴ケ島＋毛呂山

　③　教育内容

　　・　誠和福祉　　：　不動岡誠和＋騎西

　④　象徴

　　・　進修館　　　：　行田進修館＋行田女子＋行田工業

昭和５１～６０年

※　網掛けは「２１世紀いきいきハイスクール推進計画」により新たに設置された高校

　　　　　　　分類

開校時期

地域名
地域名＋教育内容 地域名＋象徴 教育内容 象徴

市町村名（旧名を含む） 地名＋方角・順序

明治時代

大正時代

昭和元～２０年

昭和２１～４０年

昭和４１～５０年



県立高等学校の学校名（開校時期と命名要素）

浦和 熊谷 川越 浦和第一女子 熊谷農業 熊谷女子

春日部 川越女子

久喜 不動岡 本庄 川越工業
川越総合
（川越農業）

秩父農工
科学

松山 深谷商業 杉戸農業

小川 秩父 児玉 浦和西 春日部女子 川口工業 幸手商業

飯能 越ヶ谷 豊岡

鴻巣 大宮 川口 深谷第一 大宮中央 羽生実業 松山女子 行田工業 戸田翔陽 狭山緑陽
いずみ

（与野農工）

所沢 小鹿野 与野 岩槻商業 浦和商業 大宮商業 寄居城北 進修館

蕨 上尾 草加 熊谷商業 熊谷工業 浦和工業

朝霞 狭山工業 玉川工業 大宮工業

久喜工業 春日部工業

岩槻 皆野 常盤 越谷北 川口北 所沢北 鴻巣女子 所沢商業
児玉白楊
（児玉農工）

蓮田松韻 誠和福祉

坂戸 吉川 羽生 越谷南 川越南 熊谷西 栗橋北彩 上尾鷹の台

和光 桶川 越生

新座 八潮 志木

日高 深谷 北本

三郷

富士見 白岡 杉戸 草加南 羽生第一 上尾南 滑川総合
新座

総合技術
伊奈学園
総合

大宮武蔵野 新座柳瀬 芸術総合 南稜

入間 大井 鷲宮 本庄北 春日部東 川口東 狭山経済
三郷

工業技術
吹上秋桜 岩槻北陵

妻沼 庄和 幸手 浦和北 飯能南 朝霞西 狭山清陵 鶴ケ島清風

松伏 宮代 鳩山 川越西 所沢西 坂戸西 上尾橘 川越初雁

越谷西 大宮東 桶川西 入間向陽 川口青陵

所沢中央 草加東 三郷北

大宮南 越谷東 浦和東

草加西 八潮南

昭和６１年～ 鳩ヶ谷
越谷

総合技術
和光国際 大宮光陵 久喜北陽

◆「２１世紀いきいきハイスクール推進計画」による新しい高校の名称

　①　地域名＋教育内容

　　・　秩父農工科学：　秩父農工＋秩父東

　　・　滑川総合　　：　滑川＋吉見

　②　地域名＋象徴

　　・　戸田翔陽　　：　戸田＋浦和商業（定）＋与野（定）＋蕨（定）

　　・　狭山緑陽　　：　狭山＋川越（定）＋豊岡（定）

　　・　寄居城北　　：　寄居＋川本

　　・　蓮田松韻　　：　蓮田＋菖蒲

　　・　栗橋北彩　　：　栗橋＋北川辺

　　・　上尾鷹の台　：　上尾沼南＋上尾東

　　・　新座柳瀬　　：　新座北＋所沢東

　　・　吹上秋桜　　：　吹上＋鴻巣（定）＋熊谷女子（定）＋深谷商業（定）

　　・　鶴ケ島清風　：　鶴ケ島＋毛呂山

　③　教育内容

　　・　誠和福祉　　：　不動岡誠和＋騎西

　④　象徴

　　・　進修館　　　：　行田進修館＋行田女子＋行田工業

昭和４１～５０年

昭和５１～６０年

※　網掛けは「２１世紀いきいきハイスクール推進計画」により新たに設置された高校

昭和２１～４０年

市町村名（旧名を含む） 地名＋方角・順序

明治時代

大正時代

昭和元～２０年

　　　　　　　　　　分類
開校時期

地域名

地域名＋教育内容 地域名＋象徴 教育内容 象徴


