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輝かしい歴史と伝統、高い実績を継承

特色ある教育活動

平成30年4月
川口市立高等学校が開校します
平成30年4月
川口市立高等学校が開校します

市立高等学校3校のあゆみ 未来を創る しなやかでたくましい人材の育成

●先進的な学習環境
　新しい学びを支えるICT（情報通信技術）環境を整備します。

●大学や研究機関との連携
　大学や研究機関と積極的に連携を進めていきます。

●グローバル人材の育成
ALT（外国語指導助手）の配置や留学制度など国際交流
プログラムの充実によりグローバル人材を育成します。

●土曜授業・放課後の学習支援
　大学進学に向けた学力の向上を目指します。

全日制課程の１・２年生、定時制課程の１～３年生は平成30年４月から川口市立高等学校に校舎を移し、川口市立
高等学校の生徒として卒業することになります。（入学時の学科や教育課程はそのまま引き継がれます。）

市立高等学校３校（川口総合、県陽、市立川口）は、これまで地域に根ざした学校として、多くの優れた人材を輩出し
てきました。平成30年4月、3つの市立高等学校は、1つの新しい市立高等学校として生まれ変わります。

川口市立高等学校生に対し、教育活動
を支援する事業の実施に要する経費の
財源に充てることを目的としています。

この寄附金は、企業の場合は法人税の確定申告で、必要経費として算入できます。
個人の場合は、ふるさと寄附金として控除対象となります。

●大学進学を支援するための給付型奨学金
●アメリカ・フィンドレー市の高校への長

期留学費用一部補助　など

寄附の申し出・
問い合わせは、
学務課までご
連絡ください。

平成30年度生徒募集　課程・学科

全日制
課程

理数科

［12クラス］

［1クラス］

普通科
［11クラス］

普通科
［5クラス］

特進クラス
［3クラス］

文理スポーツ
コース

［3クラス］

総合学科
［3クラス］

定時制
課程

［3クラス］

全 日 制：単位制／ 12クラス
募集人員：理数科40人

普通科320人（特進クラス3クラス規模を含む）
普通科文理スポーツコース120人

定 時 制：単位制／ 3クラス
募集人員：総合学科120人

明るく開放的な校舎内

支援を予定している事業

❶入学金 川口市内生は無償 （予定）　
    （市外生は県立高校と同額）

❷タブレットPCは学校で用意
❸エアコン費用の保護者負担なし

❹独自の給付型奨学金制度を創設

❺長期留学費用の補助

川口市立高等学校生の将来の夢を支援 つの保護者負担軽減策
川口市立高等学校
教育支援基金を創設しました

寄附金を募集
しています

詳細は川口市立高等学校ホームページを
ご覧ください。　
https://kawaguchicity-hs.ed.jp
川口市立高校 検 索

問い合わせ…学務課　A048-258-1657　E048-253-6260

閉校行事

学校教育目標

平成30年4月の開校に向けて、新しい校舎の建設工事を進めています。
(写真は平成29年10月末現在）

5

日　　程

内　　容

問い合わせ

川口総合高等学校 県陽高等学校 市立川口高等学校
3月10日（土）

A048-265-3315

閉校式など

3月17日（土）
学校公開、ホームカミング（同窓会）
※全日制・定時制ともに

学校公開、ホームカミング（同窓会）

A048-252-4138

3月24日（土）

A048-224-2211
※詳細は決まり次第、各校ホームページに掲載します。問い合わせは各学校へお願いします。

川口総合高等学校 県陽高等学校 市立川口高等学校
昭和４年
昭和９年
昭和16年
昭和23年
昭和40年
平成９年

埼玉県川口実科高等女学校
埼玉県川口市立高等女学校
埼玉県川口高等女学校
埼玉県川口女子高等学校
川口市立川口女子高等学校
川口市立川口総合高等学校

昭和17年
昭和21年
昭和23年
昭和24年
昭和40年
昭和48年

埼玉県川口実科工業学校（定時制課程）
埼玉県川口市立工業学校
埼玉県川口市立青木高等学校
埼玉県川口県陽高等学校
川口市立県陽高等学校

（全日制課程設置）

昭和31年
昭和40年

埼玉県川口商業高等学校
川口市立川口高等学校

平成30年度以降の校地利用
川口市立高等学校・第１校地
平成30年度　新校開校
平成32年度　アリーナ棟完成
平成33年度　第１グラウンド完成

平成30年度以降の校地利用
平成31年度～ 33年度は
夜間中学の仮校舎として利用
平成34年度以降 校地売却予定

平成30年度以降の校地利用
川口市立高等学校・第２校地
平成33年度　第２グラウンド完成

さまざまな人との出会いが
あると思うので、友好関係
を深めていきたいです。

大きな学校でたくさんのこ
とを学び、自分の夢に向
かって頑張っていきます。

3 校が一緒になって仲良く
過ごし、充実した高校生活
を送りたいです。
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