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大正 元年１２月 ６日  築上郡会は郡立椎田実業女学校設立を議決す 

大正 ２年 ３月１２日  認可を得、４月１０日椎田尋常高等小学校の一部に開校 

大正 ２年 ９月     建築認可を得、１１月２４日起工、同３年４月３０日竣工新校舎に移転、５月

１３日落成式 

大正１２年 ４月 １日  県営に移管、福岡県立椎田女学校と改称 

昭和 ２年１０月１０日  校地拡張並びに運動場位置変更、同１２月１６日講堂落成式 

昭和 ５年 ３月 １日  福岡県立椎田高等実業女学校と改称 

昭和１４年 ３月３１日  高等実業女学校を廃し、同４月１日より福岡県立椎田高等女学校に改称 

昭和１７年 ５月１３日  皇紀２６００年記念事業（校舎増築校地拡張記念梅林記念式挙行） 

昭和２２年 ５月２２日  新校舎増築（建坪143.75坪）を竣工 

昭和２３年 ４月     学制改革により福岡県立椎田高等学校（普通科）となる 

第３学年以下は福岡県立椎田高等学校併置中学校となる 

昭和２３年 ６月 ５日  福岡県立椎田高等学校定時制課程を設置（男女共学） 

昭和２４年 ４月     学区制実施により学区内の生徒収容、第１学年男女共学（５学級200名） 

昭和２４年 ８月     福岡県立築上西高等学校と改称 

昭和２５年 ３月     新校舎増築（建坪158坪）を竣工 

昭和２５年 ４月     福岡県立築上西高等学校定時制課程上城井分校を設置（上城井小学校内） 

１学級５３名 

昭和２５年 ４月     定員増（５学級２５０名）同時に家庭科を設置 

昭和２６年        上城井分校新築校舎竣工 

昭和２８年 ３月     上城井分校に家庭科課程設置認可 

昭和２８年 ３月     正門前３７３坪買収埋立完了 

昭和２９年１１月２６日  製麺工場倉庫（130坪）敷地（536坪）買収登記済 

昭和３０年１０月１８日  運動場拡張のため田地（308坪）買収登記済 

昭和３１年 ４月     本校定時制を廃止し、全日制１学級増（定員３００名）認可 

昭和３２年 １月２３日  木造平家建（107.25坪）第２棟舎改築完成、渡廊下（13.5坪）完成 

昭和３３年 ８月 ９日  木造平家建和裁室（48坪）便所（8坪）渡廊下（48.75坪）第２棟舎完成 

昭和３３年１０月２３日  木造平家建普通教室（55坪）第２棟舎建替完成 

昭和３５年 １月２６日  木造平家建普通教室（55坪）渡廊下（4.50坪）便所（8坪）第１棟舎建替完成 

昭和３５年１０月１０日  運動場拡張のため、田地（300.47坪）買収 

昭和３５年１２月 １日  木造平家建家庭科教室（和裁法室、洋裁法室、廊下、調理室）（74.25坪） 

レンガ造平家建薬品庫（1.50坪）木造平家建廊下（2坪）改築完成 

昭和３６年 ５月     上城井分校増築工事完成 

昭和３７年 ４月３０日  鉄筋コンクリート造１、２階（137.5坪）竣工 

昭和３７年 ９月３０日  鉄筋コンクリート造３階（78.75）竣工 

昭和３８年１２月１５日  正門前道路工事（幅 10ｍ×長 45.10ｍ）竣工 

昭和３８年１２月２１日  創立５０周年記念式挙行、創立５０年史編集発行 



昭和３９年 ３月２４日  本館（校長室・応接室・保健室・職員室・生徒便所等）279坪竣工 

昭和３９年 ３月２４日  生徒昇降口増築工事（ＰＴＡ寄付工事）13.75坪竣工 

昭和３９年 ９月１０日  放送室（6.73坪）及び校内放送施設工事竣工 

昭和４３年 ６月 １日  図書館起工式 

昭和４４年１０月 １日  第２棟舎（防音）・機械室・渡廊下起工 

昭和４５年１１月 １日  第３棟舎（防音）・機械室・便所・渡廊下・薬品庫起工 

昭和４７年 ２月２２日  本館防音改造竣工 

昭和４８年 ３月１２日  体育館起工及び旧体育館武道場竣工 

昭和４８年 ４月 １日  上城井分校の被服科を家政科に変更 

昭和５０年 ８月１０日  上城井分校々舎落成 

昭和５２年 ３月１９日  運動場用地（2,044㎡）椎田町より買収 

昭和５３年１２月１５日  運動場防球ネット、バックネット竣工（砂場、鉄棒含む） 

昭和５５年 ２月２９日  食堂、自転車置場竣工 

昭和５７年 ３月２５日  井戸、浄水装置竣工 

昭和５８年 ３月１７日  武道場（鏑心館）竣工 

昭和５８年 ５月１３日  創立７０周年記念式挙行、創立７０周年記念誌発行 

昭和５９年 ３月１６日  武道場部室及び国旗掲揚台竣工 

昭和６１年 ３月３０日  防球ネット（２カ所）竣工 

昭和６２年 ２月 ９日  玄関前国旗掲揚台竣工 

平成 ２年 ３月１５日  芸術棟竣工 

平成 ５年 ２月２６日  防音機能復旧第２期工事（第３棟舎）竣工 

平成 ５年 ３月３１日  被服科廃科 

平成 ５年１１月２０日  創立８０周年記念式挙行、創立８０周年記念写真集発行 

平成 ６年 １月２６日  体育館屋根補修工事竣工 

平成 ６年 ３月 ２日  多目的アリーナ増築工事竣工 

平成 ６年 ８月２３日  校地整備（擁壁・テニスコート・防球ネット・前庭舗装）工事 

平成 ６年１０月 ３日  浄化槽改築工事 

平成 ６年１２月 ８日  正門改修工事 

平成 ６年１２月２２日  パソコン教室改造工事 

平成 ７年１２月１５日  パソコン教室冷暖房設備工事 

平成 ８年 ２月 ８日  消防設備改修工事 

平成 ８年 ３月２８日  県有施設緑化事業（アリーナ・３棟舎間） 

平成 ８年 ３月２９日  給水施設改修機械設備工事 

平成 ８年１０月３１日  体育館窓枠アルミサッシ工事（第１期） 

平成 ９年 ２月 ７日  正門横ブロック塀取替工事 

平成 ９年 ３月２６日  県有施設緑化事業（２棟・３棟舎間） 

平成 ９年 ９月２５日  体育館窓枠アルミサッシ工事（第２期） 

平成１０年 ３月１９日  非常放送設備改修工事 

平成１０年 ３月２０日  玄関前環境美化事業工事 



平成１０年 ３月２５日  事務室金庫扉設置工事 

平成１０年 ３月３１日  全館照明器具取替工事 

平成１１年 ３月３１日  県有施設緑化事業（１棟・２棟舎間） 

平成１２年 ４月２８日  便所改修工事（１棟） 

平成１３年 ２月２８日  大規模改造体育館等（体育館・本館外壁・３棟部分防水、１～２棟渡廊下防水）

工事 

平成１３年 ３月３０日  防球ネット（体育館回り）取替工事 

平成１３年 ３月３１日  分電盤改修工事 

平成１３年 ３月３１日  庇撤去補修工事 

平成１４年 ３月２０日  弓道場竣工 

平成１５年 ３月１２日  第２棟外壁等改修工事 

平成１５年１１月 ８日  創立９０周年記念式挙行、創立９０周年記念誌発行 

平成１６年 ３月 ５日  校内放送設備改修工事 

平成１６年 ３月２６日  第３棟外壁等改修工事 

平成１６年 ３月３１日  防球ネット嵩上げ工事 

平成１６年 ７月 １日  ＰＴＡにより普通教室等空調機設置 

平成１７年１１月１０日  新図書館棟竣工 

平成１９年 ３月３０日  武道場部分改築工事及び芸術棟改修工事竣工 

平成２０年 ４月 ８日  制服を新デザインに変更 

平成２１年 ２月２７日  体育館耐震補強工事 

平成２２年 ３月 ６日  上城井分校閉校式 

平成２２年 ３月２４日  第１棟、第２棟、第３棟耐震補強工事 

平成２４年 ２月２９日  校地整備工事（グラウンド暗渠排水） 

平成２５年１１月 ９日  創立１００周年記念式挙行、創立１００周年記念誌発行 

平成２８年 ２月１８日  第 2棟屋上防水補修工事 

平成２８年 ５月 １日  ＰＴＡにより普通教室等空調機設置 

平成３０年 ９月２０日  下水道設備工事竣工 

令和 元年 ５月１５日  コンクリートブロック塀撤去・フェンス設置工事竣工 

令和 元年 ８月     新校舎改築工事竣工 

令和 ２年 ３月 ６日  グラウンド防球ネット改修工事竣工 

令和 ２年 ９月３０日  特別教室棟改築工事竣工 


