
江戸川区中学校

高校進学フェア

開催日　 2019年8月10日㈯  10:30～16:00
　　　　 2019年8月11日㈰    9:30～15:30

会　場　 タワーホール船堀 １階・２階

主 催　 NPO法人「らいおんはーと」
後 援　 江戸川区教育委員会　東京都公立高等学校PTA連合会
　　　江戸川区公立高等学校ＰＴＡ連絡協議会
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理事長あいさつ

理事長　及　川　信　之
NPO法人「らいおんはーと」

江戸川区内中学校のすべての生徒と保護者の皆さま、今年度も開催されます「江戸

川区中学校高校進学フェア」は、高校入試に向けて志望校の選択や入試までの過程

を、それぞれの高校の先生方へ直接相談し、学校見学会等の情報収集が出来る貴重

な機会となります。

高校入試は大きな分岐点であり、試練の時でもあります。

志望校をしっかりと定めて、その目標に向かい計画性をもって受験勉強に取り組む

ことが大切です。

江戸川区は、福祉と子育てに最も力を入れている区として有名ですが、教育につい

ても小学校71校、中学校33校の児童生徒への健全育成と学力向上にも力を入れて

取り組んでおります。

そしてこの度、江戸川区に青森大学が誘致され、子どもたちが社会へ出るまでの学

びの環境が益々充実して参りました。

この相談会が、義務教育過程を終えて、新たな一歩を踏み出そうとしている子ども

たちが、思う存分その可能性を開花出来る高校をしっかりと選択出来る場となれば

幸いです。

NPO法人「らいおんはーと」は、子どもたちが大きな夢を持って、心豊かな人生を

歩んでくれることを願っております。

高校選択、そして進学は人生においても大事な局面となります。

すべての子どもたちにチャンスは平等にあります。

今、目標に向かって努力する事は将来必ず自分自身の力となって返って来ます。

私たちは頑張る中学生を心より応援いたします。

最後に、「江戸川区中学校高校進学フェア」開催にあたりご支援とご協力をいただ

きました、江戸川区教育委員会をはじめ、各団体、法人、個人の沢山の皆さまに深

く感謝申し上げると共に、春の頃には新たな高校の門をくぐる子どもたちの明るい

未来を心よりご祈念申し上げご挨拶といたします。
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高校進学フェアに参加しよう！

この度は「江戸川区中学校 高校進学フェア」の開催を心よりお祝い申し上げます。

また、「江戸川区中学校 高校進学フェア」開催に向け実行委員会を設立し、ご尽力

くださいました皆様に心より敬意を表します。

子どもの健全育成や進学、貧困、不登校、いじめなど諸課題への取り組みのために、

松江第三中学校・及川前PTA会長を中心として、小学校、中学校、高等学校のPTA

会長や有志の皆様が集い、NPO法人「らいおんはーと」が設立されたと伺いました。

今回の「江戸川区中学校 高校進学フェア」の開催につきましても、入試に対しての

不安解消、全力で受験勉強に取り組めるよう応援したいという、当会の趣旨に賛同

し、江戸川区公立高等学校PTA連絡協議会としても後援をさせていただきました。

中学三年生にとって一学期から夏休みは、公立高校、私立高校、どんな特色ある学

校なのか、どのくらいの成績が必要なのかなど、受験について本格的な情報収集の

時期だと思います。インターネットでも様々な情報は収集出来ますが、進学フェア

に参加して直接高校担当の方と話してみることもその学校を知る方法のひとつだと

思います。気になる学校が見つかれば、この時期からからはじまる個々の学校説明

会への参加にも繋がり、既に決めている学校があっても思いがけず良い学校に巡り

会うこともあるでしょう。

私の二人の子どもは、中学一年生の頃には希望する高校がありましたが、各地域で

同様に開催されていた進学相談会に参加したり、様々な高校へ足を運んだことで改

めて《自分の進むべき高校はここだ！ 》 と再確認出来ました。

中学三年生にとって受験へ向けた大きな一歩となるはずです。また、中学一年生、

中学二年生にとっても「江戸川区中学校 高校進学フェア」への参加は進学先を考え

る上で早いことではないと思います。

大切な進学先を考える良い機会と捉えて参加していただけると幸いです。

江戸川区内の全中学生の皆様のご活躍とご健勝、また「江戸川区中学校 高校進学フ

ェア」の成功を心から祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

会　長　滝　　　美　紀
江戸川区公立高等学校PTA連絡協議会
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こんにちは｡NPO法人『らいおんはーと』です｡

ＮＰＯ法人『らいおんはーと』をよろしくお願いいたします。

NPO法人「らいおんはーと」は、『すべての子どもたちに豊かで幸せな人生を！』を基本理念とし、

江戸川区内の小学校・中学校・高校のPTA会長経験者・教育関係者・保護司・町内会長・主任児童

委員・民生児童委員・企業経営者が主体となり、実際に目にして来た現代の子どもたちが抱える問

題や課題の解決に向け、これまでの経験を活かして数多くのボランティアさんと共に多角的な活動

を行っている団体です。

ぬくもりスペース『NUKUNUKU』(鹿骨)を拠点として、ぬくもり子ども食堂『NUKUNUKU』(第

三松江小学校)、ぬくもり子ども食堂『ぬっくぬっく亭』(クック亭)と、現在区内三箇所にて子ども

食堂を開設し、食を中心として子どもたちの健全育成に

取り組んでおります。

子どもは地域で育てる。

人の優しさにふれた子どもは人に優しく出来る

大人に成長します。

あたたかで、優しいぬくもりの子ども食堂は

子どもだけではなく、大人の皆さんのお越しも

心よりお待ちしております。

スペース
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開催内容及び注意事項について

1.　日　　時 ①令和元年８月 10日（土）  10 時 30 分～16 時 00 分
 　  ●午前の部　10 時 30 分～13 時 00 分
 　  ●午後の部　13 時 30 分～16 時 00 分

 ②令和元年８月 11日（日） 9 時 30 分～15 時 30 分
 　  ●午前の部　  9 時 30 分～12 時 15 分
 　  ●午後の部　12 時 45 分～15 時 30 分

2.　会　　場 タワーホール船堀
 展示ホール（１階）、バンケットホール（２階）
 東京都江戸川区船堀４－１－１

3.　対　象　者 江戸川区内 全中学生および保護者

4.　参加をお願いする高等学校等
 都立高等学校 ・ 私立高等学校 等 90校
 （全日制・定時制・通信制・チャレンジスクール・エンカレッジなど）

5.　形　　式 各学校単位でブースを設置し、学校側との個別相談方式

6.　注意事項 ❶ 来場は公共交通機関をご利用下さい。    
 　 駐車場・駐輪場の用意はございません。

 ❷ ホール・廊下での長時間の立ち話はご遠慮下さい。

 ❸ 保護者同伴でのご来場を基本と致しますが、同伴が出来ない
 　 場合、生徒のみの参加も可能です。

 ❹ 生徒の参加は制服とします。

 ❺ 午前の部と午後の部は入替制となります。
 　 午前の部の参加者は、速やかに退出をお願いいたします。

 ❻ 上記時間の参加を原則としますが、ご都合が悪い方は受付に申し出て 
 　 から入場ください。
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地域別参加日程一覧
混雑緩和のため、お住まいの地域により、参加日時を区分しています。
以下指定日のご都合が悪い場合は、指定日以外の参加も可能です。

NPO法人『らいおんはーと』 事務局

TEL. 03‒6310‒1048

開催日：令和元年８月10日(土）

午
前
の
部

午
後
の
部

10 時 30 分
〜

13 時 00 分

13 時 30 分
〜

16 時 00 分

※13時00分から13時30分は入替え時間です。午前の部に参加者の皆様は速やかに退出下さい。

❶ 当日は参加人数を集計しますので、必ず受付をお通り下さい。

❷ 混雑が予想されます。上記の日時に参加下さいますよう、ご理解ご協力をお願いします。
 　なお、行事等で上記日時に御来場できない場合は、別日時の参加も可能です。

❸ お問合せ先は各校ではなく下記連絡先にお願いします。

（東京メトロ東西線南部に中学校がある在籍生徒）

（都営新宿線南部～東京メトロ東西線北部に
　　　　　　　　　　　　　　　中学校がある在籍生徒）

葛西南部地区に中学校がある在籍生徒

葛西北部地区に中学校がある在籍生徒

開催日：令和元年８月11日(日）

午
前
の
部

午
後
の
部

9 時 30 分
〜

12 時 15 分

12 時 45 分
〜

15 時 30 分

※12時15分から12時45分は入替え時間です。午前の部に参加者の皆様は速やかに退出下さい。

一之江･松江･中央･松島地区、
　　　　平井･小松川地区に中学校がある在籍生徒

（最寄り駅が小岩駅、新小岩駅に中学校がある在籍生徒）
小岩･本一色･松本地区に中学校がある在籍生徒

（環状７号線東部に中学校がある在籍生徒）
瑞江地区、篠崎･鹿骨地区に中学校がある在籍生徒
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会場内ブース案内図

１Ｆのご案内

大ホール
搬入口

入口
エレベーター
ホール

入口 出口

エスカレーター

エレベーター

総合案内

正面入口

搬入用
エレベーター

つきじ 植むら 旬泉坊
船堀店

キリンシティ
タワーホール船堀店

くまざわ書店
船堀店

キャラバンコーヒー

美美サロン

JTBタワーホール船堀店

駐車場
（B1・B2 計161台）

展示ホール

フローリスト花銀

駐車スペース

駐車
スペース

サービスヤード

搬入用
エレベーター

自転車・原付車置場

自転車置場

入口

楽屋出入口

駐車場出口

駐車場入口
展示ホール搬入口

小ホール搬入口

会場① タワーホール船堀　１階　展示ホール

相談会場
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会場内ブース案内図

２Ｆのご案内

エレベーターホール

入口 出口
エレベーター

エスカレーター

ロビー

前室

瑞雲

蓬莱

桃源平安 福寿 式場
衣裳室 美粧室

写場

藤
桜

松
ブライダル
サロン

会場② タワーホール船堀　２階　バンケットホール（瑞雲・平安）

相談会場
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会場内ブース案内図（１階）
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会場内ブース案内図（２階）
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会場案内

船堀橋
I.C.

←東
大島 都営

新宿
線

一之
江→

正面入口

船
堀
街
道

船堀橋東詰 信号

中 華
レストラン

トキビル

洋菓子店

クリーニング

コンビニ

船堀
ワークプラザ

美容室

ネッツ
トヨタ

船堀駅 信号

銀行

新大橋通り

首
都
高
速
中
央
環
状
線

首
都
高
速
中
央
環
状
線

コンビニ

船　堀
小学校

銀行

C2

船堀
駅

薬局

タワーホール船堀１・２階
住所 : 江戸川区船堀４－１－１
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高校進学フェア  ★事前にメモをしておこう

Q1　あなたが志願する学校は？

（志望順位）
受験区分

（推薦・一般）（自分の希望校を記入しよう！）
（高校に聞いて記入しよう！）

願書提出日 試験日 合格発表

都立

都立

私立

私立

Q2　あなたはどのようにして志望校を選びましたか？

①校風　　②教育理念　　③交通の便　　④部活動　　⑤資格取得が出来るから

⑥自分の学力に見合っているから

⑦その他　→〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

Q3　進学フェアでどのようなことを質問しますか？

①学校の様子　　②部活動の様子　　③取得できる資格について

④卒業後の進路（大学の進学率について、学部は、指定校推薦は）

⑤卒業後の進路（就職先について、求人社数、業種など）

⑥その他　→〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

Q4　自己PRを記載しておくと、面談時にすぐ確認できるかも!

自分の良いところ

自分の悪いところ

自分が頑張ろうと思うところ

その他
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参加高校一覧表 50音順

ブース
番号 区 分 学　　　校　　　名 全日制／定時制／通信制 等 学　科

参加日
10日（土） 11日（日）

Ｅ－９ 都立 浅草高等学校 昼夜間定時制（単位制） 普通科 × ○
Ｂ－６ 都立 飛鳥高等学校 全日制／定時制（単位制） 普通科 ○ ○
Ｌ－４ 都立 足立東高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｋ－５ 都立 上野高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｉ－２ 都立 江戸川高等学校 全日制／定時制 普通科 ○ ○
Ｉ－５ 都立 大江戸高等学校 昼夜間定時制（単位制） 総合科 ○ ○
Ｈ－４ 都立 大島高等学校 定時制 普通科 ○ ○

Ｈ－５ 都立 大島海洋国際高等学校 全日制 国際科
(海洋国際） ○ ○

Ｊ－６ 都立 科学技術高等学校 全日制 工業科 ○ ○
Ａ－２ 都立 葛西工業高等学校 全日制 工業科 ○ ○
Ｅ－２ 都立 葛西南高等学校 全日制／定時制 普通科 ○ ○
Ｌ－２ 都立 葛飾商業高等学校 全日制／定時制 商業科 ○ ×
Ｆ－２ 都立 葛飾総合高等学校 全日制（単位制） 総合科 ○ ○
Ｅ－４ 都立 葛飾野高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｍ－９ 都立 小岩高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｂ－３ 都立 工芸高等学校 全日制／定時制 工業科 ○ ×
Ｆ－５ 都立 江東商業高等学校 全日制 商業科 ○ ○
Ｃ－４ 都立 江北高等学校 全日制/定時制 普通科 × ○
Ｄ－７ 都立 国際高等学校 全日制 普通科 ○ ×
Ｄ－２ 都立 小松川高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｃ－５ 都立 駒場高等学校 全日制 普通科／体育科 ○ ○
Ｈ－２ 都立 篠崎高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｊ－５ 都立 忍岡高等学校 全日制（単位制） 普通科／家庭科 ○ ○
Ｆ－４ 都立 芝商業高等学校 全日制 ビジネス科 ○ ○
Ｎ－２ 都立 城東高等学校 全日制 普通科 ○ ×
Ｄ－４ 都立 墨田川高等学校 全日制（単位制） 普通科 ○ ○
Ｍ－４ 都立 墨田工業高等学校 全日制／定時制 工業科 ○ ○
Ｄ－３ 都立 第一商業高等学校 全日制 商業科 ○ ×
Ｅ－８ 都立 竹台高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｋ－４ 都立 橘 高等学校 全日制／定時制 産業科 ○ ○
Ｋ－３ 都立 豊島高等学校 全日制／定時制 普通科 ○ ×
Ｇ－４ 都立 戸山高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｃ－７ 都立 日本橋高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｈ－６ 都立 八丈高等学校 全日制／定時制 普通科／併合科 ○ ○
Ｆ－３ 都立 晴海総合高等学校 全日制（単位制） 総合科 ○ ○
Ｎ－７ 都立 東 高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｍ－８ 都立 一橋高等学校 昼夜間定時制（単位制） 普通科 ○ ○

Ｇ－５ 都立 深川高等学校 全日制 普通科／外国語
（コース） ○ ○

Ｇ－７ 都立 本所高等学校 全日制 普通科 ○ ×
Ｂ－２ 都立 本所工業高等学校 定時制 工業科 ○ ○
Ｂ－７ 都立 南葛飾高等学校 全日制／定時制 普通科 ○ ○
Ｈ－７ 都立 紅葉川高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｉ－３ 都立 八潮高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｎ－３ 都立 両国高等学校 全日制 普通科 ○ ○



17

ブース
番号 区 分 学　　　校　　　名 全日制／定時制／通信制 等 学　科

参加日
10日（土） 11日（日）

Ｉ－８ 私立 愛国高等学校 全日制 普通科／商業科 
看護科／家政科 ○ ○

Ｋ－６ 私立 岩倉高等学校 全日制 普通科／運輸科 ○ ○
Ｃ－６ 私立 上野学園高等学校 全日制 普通科／音楽科 ○ ○
Ｌ－９ 私立 江戸川女子高等学校 全日制 普通科／英語科 ○ ○
Ｇ－３ 私立 ＮＨＫ学園高等学校 通信制 普通科 ○ ×
Ｆ－６ 私立 大原学園高等学校 通信制 普通科 ○ ○
Ｎ－６ 私立 角川ドワンゴ学園Ｎ高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｍ－２ 私立 関東第一高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｈ－３ 私立 北豊島高等学校 通信制 普通科 ○ ○
Ｇ－２ 私立 共栄学園高等学校 全日制 普通科 × ○

Ｋ－７ 私立
京華高等学校 
京華女子高等学校 
京華商業高等学校

全日制 普通科／商業科 ○ ○

Ｉ－６ 私立 錦城学園高等学校 全日制 普通科 × ○
Ｇ－６ 私立 國學院高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｂ－４ 私立 駒込高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ａ－５ 私立 滋慶学園高等学校 通信制 普通科 ○ ○
Ｍ－７ 私立 品川翔英高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｊ－２ 私立 修徳高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ａ－７ 私立 淑徳学園淑徳ＳＣ高等部 全日制 普通科 ○ ○
Ｉ－７ 私立 昭和学院高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｌ－８ 私立 昭和第一高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｎ－５ 私立 杉並学院高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｊ－３ 私立 正則高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｊ－７ 私立 正則学園高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ａ－６ 私立 中央学院大学中央高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｋ－２ 私立 東海大学付属浦安高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｃ－３ 私立 東京家政学院高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ａ－４ 私立 東京学館浦安高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｉ－４ 私立 東京実業高等学校 全日制 普通科 ○ ×
Ｌ－７ 私立 東洋高等学校 全日制 普通科 ○ ○

Ｆ－７ 私立 豊島学院高等学校 
昭和鉄道高等学校 全日制 普通科 ○ ○

Ａ－３ 私立 二松學舎大学附属高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｊ－４ 私立 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｄ－10 私立 日本体育大学荏原高等学校 全日制 普通科 × ○
Ｄ－８ 私立 日本体育大学柏高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｄ－９ 私立 日本体育大学附属高等支援学校 全日制 普通科 パンフのみ

Ｍ－３ 私立 不二女子高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｂ－５ 私立 文京学院大学女子高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｅ－３ 私立 堀越高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｎ－４ 私立 武蔵野大学附属千代田高等学院 全日制 普通科 ○ ○
Ｃ－２ 私立 村田女子高等学校 全日制 普通科／商業科 ○ ○
Ｌ－３ 私立 目白研心高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｌ－１ 私立 安田学園高等学校 全日制 普通科 ○ ○
Ｅ－７ 私立 立志舎高等学校 通信制／全日制 普通科 ○ ○



18

Ｂ－６ 東京都立飛鳥高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ京浜東北線王子駅
東京メトロ南北線王子神谷駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

飛鳥高校は英語教育や国際交流に力を入れ、東京グローバル10の指定を受けて
います。授業は少人数で単位制を生かした進路に合わせた選択が可能です。落
ち着いた校風の中で将来国際社会で活躍できる人材の育成を目指しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 北区
⑤電話番号 03-3913-5071

Ｌ－４ 東京都立足立東高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
亀有駅北口　東武バス　有６４八潮駅南口または有６５六ツ木都住行
中川小学校前下車（所要時間約１０分）徒歩約２分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

元気、本気、やる気の足立東高等学校へようこそ！自分の生き方を真剣に考え
たい。社会に出てから役立つことを学びたい、基本的な勉強からしっかりやり
直したい、そんなみなさんのやる気に応え、夢と希望を実現させる学校です！

③設置学科

④市区町村 足立区
⑤電話番号 03-3620-5991

Ｉ－５ 東京都立大江戸高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
東京メトロ半蔵門線・都営新宿線「住吉」、東京メトロ東西線「東陽
町」、ＪＲ「錦糸町」バス東２２系統「千田」下車徒歩３分

①種　　別 共学校
②教育課程 定時制

本校は「今までより、これから」という理念のもと、「チャレンジする人間」、
「創造的な人間」、「信頼される人間」の育成を教育目標としている学校です。
チャレンジする気持を持った生徒を待っています。

③設置学科 総合学科
④市区町村 江東区
⑤電話番号 03-5606-9500

Ｉ－２ 東京都立江戸川高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
ＪＲ総武線「新小岩」駅南口から徒歩１５分 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

東京都教育委員会より「進学指導推進校」「スポーツ特別強化校」に指定され
ています。やる気を引き出す授業で一人ひとりの進路目標を達成します。活発
な生徒会活動や部活動を通し、人間的成長と友情のきずなを育てます。

③設置学科 普通科
④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 03-3651-0297

Ｅ－９ 東京都立浅草高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
東武スカイツリーライン、東京メトロ銀座線、都営浅草線　浅草駅 ①種　　別 共学校

②教育課程 定時制

平成18年に開校した、三部制、単位制、普通科の定時制高校です。定員は、１
学年２４０名です。

③設置学科 普通科
④市区町村 台東区
⑤電話番号 03-3874-3182

Ｋ－５ 東京都立上野高等学校 週日数 週休２日制

最寄駅
JR山手線、京成線、銀座線、日比谷線「上野駅」より徒歩13分　千代田線「根
津駅」より徒歩６分　JR線、京成線、舎人ライナー「日暮里駅」より徒歩13分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は創立９５年の伝統校です。教育委員会から「進学アドバンス校」「英語
教育推進校」などに指定され、進学指導や英語教育の充実を図り、「地域・東
京を代表する進学校」として名門・上野の復活に向けて邁進しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 台東区
⑤電話番号 03-3821-3706
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Ｅ－２ 東京都立葛西南高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
東京メトロ東西線　葛西駅 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

社会人として自立できる、健全な生徒の育成が目標。英語と数学は２年まで習
熟度別授業を、国語は３年間の少人数授業を実施。インターンシップを行うな
ど、進学と就職を選択できる指導を実施。部活動や同好会は３０団体に及ぶ。

③設置学科 普通科
④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 03-3687-4491

Ｌ－２ 東京都立葛飾商業高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
京成線・北総線高砂駅下車　徒歩10分
ＪＲ金町駅下車（南口）　徒歩20分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

都立葛飾商業高校は、ビジネスの即戦力として通用するための教育活動を、実
践しています。簿記をはじめ様々な検定試験にチャレンジでき、７つのパソコ
ン教室を含む充実した施設が整備され、生活指導にも力を入れていきます。

③設置学科 商業科
④市区町村 葛飾区
⑤電話番号 03-3607-5178

Ａ－２ 東京都立葛西工業高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
都営新宿線　一之江駅　徒歩８分
都バス（東西線葛西駅・東新小岩４丁目行）葛西工業高校前下車

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は56年の歴史のある工業高校です。豊富な実習・実験・数学や英語での
習熟度別・少人数制指導などを特色として、きめ細かな指導を行います。数多
くの企業との連携教育により、ものづくりに対する意識や意欲を向上させます。

③設置学科 工業科
④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 03-3653-4111

Ｊ－６ 東京都立科学技術高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
都営新宿線　西大島・住吉駅
東京メトロ半蔵門線　住吉駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

科学技術、理科、数学が連携し工学的発想を取り入れた教育を通じて、科学的
思考力を培うことで、将来社会をリードする科学技術人材の育成を目指してい
ます。昨年度より東京都の理数リーディング校の指定を受けています。

③設置学科 科学技術科
④市区町村 江東区
⑤電話番号 03-5609-0227

Ｈ－５ 東京都立大島海洋国際高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
東海汽船竹芝桟橋（浜松町駅徒歩10分）から高速船で１時間４５分、
大島岡田港からバス４５分。元町港からバス３０分。

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

「海を通して世界を知る」を教育理念とし、体験的海洋教育を通して国際社会
に貢献する人を育成。５００ｔの大型実習船を所有し、小笠原や沖縄への航海
実習を実施。また、寄宿舎では規則正しい基本的な生活習慣を身につける。

③設置学科 海洋国際科
④市区町村 大島町
⑤電話番号 04992-4-0385

Ｈ－４ 東京都立大島高等学校　定時制課程 週日数

最寄駅
港区竹芝桟橋より東海汽船１時間４５分、または調布飛行場より新中
央航空２５分〔出帆港及び大島空港からは大島バスにて「高校前」〕

①種　　別 共学校
②教育課程 定時制

伊豆大島の豊かな自然と温かい人々に囲まれ、生徒と教師の触れ合いを大切に
しています。少人数教育で生徒一人ひとりの力を引き出す丁寧な指導です。３
年度で卒業できる制度があり、一人暮らしで頑張っている仲間もいます。

③設置学科 普通科
④市区町村 東京都大島町
⑤電話番号 04992-2-1431
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Ｆ－２ 東京都立葛飾総合高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間14日

最寄駅
ＪＲ常磐線各駅停車（東京メトロ千代田線直通）金町駅
京成金町線金町駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

葛総で自分探しの旅に出よう！自己の可能性を最大限に引き出し、強み（専門
性）を持つことにより「自分に自信が持てるようになる」学校です。個々の進
路に応じた自分だけの時間割、充実のキャリア教育であなたを育てます！

③設置学科 総合学科
④市区町村 葛飾区
⑤電話番号 03-3607-3878

Ｅ－４ 東京都立葛飾野高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間19日

最寄駅
ＪＲ常磐線亀有駅南口より　徒歩１５分
京成電鉄お花茶屋駅より　徒歩１２分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

あなたの自己実現を応援します。葛飾野高等学校で「なりたい自分」に
「よりよい自己実現」を図るために必要な「学び」を提供し続けます。
高い志をもち自己改革に挑戦しようとするあなたをお待ちしています。

③設置学科 普通科
④市区町村 葛飾区
⑤電話番号 03-3602-7131

Ｂ－３ 東京都立工芸高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ総武線・都営三田線　水道橋駅下車すぐ
東京地下鉄丸ノ内線・南北線　後楽園駅下車徒歩５分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は工芸・デザインに特化した内容を学習できる専門高校として、水道橋と
言う大変立地に恵まれたところで１１０年を越える歴史を歩んできました。バ
ラエティに飛んだ５つの専門学科でお子様の才能が開花するはずです。

③設置学科 工業科
④市区町村 文京区
⑤電話番号 03-3814-8755

Ｍ－９ 東京都立小岩高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
ＪＲ総武線　新小岩駅　徒歩１５分
京成バス（新小７１）　本一色　徒歩５分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

全校生徒が千人を超える大規模校です。行事や部活動が盛んで多くの生徒が日
々準備や練習に励んでいます。近年は進学実績も向上し勉強に対する意欲が高
い生徒も多くいます。修学旅行は海外で、国際理解にも力を入れています。

③設置学科 普通科
④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 03-3651-2250

Ｆ－５ 東京都立江東商業高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
東武亀戸線　亀戸水神駅　徒歩４分
ＪＲ総武線　亀戸駅北口　徒歩１２分　亀戸駅東口　徒歩８分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は、創立１１０年を越える歴史を持つ商業の伝統高校です。古いだけでは
なく、ビジネス科として先進的な取り組み行っており、生徒はたくさんの商業
科目を学ぶことができます。学校を見に来てください。お待ちしています。

③設置学科 商業科
④市区町村 江東区
⑤電話番号 03-3685-1711

Ｃ－４ 東京都立江北高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
東京メトロ千代田線　綾瀬駅　徒歩10分／つくばエクスプレス　青
井駅　徒歩７分／東武スカイツリーライン　五反野駅　徒歩15分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

２０１９年に新校舎が完成しました。進路指導推進校、アドバンス校に指定さ
れており、学校目標として①地域に誇れる進学校　、②文武両道を実践する学
校、③地域社会に貢献する学校を掲げ、日々努力しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 足立区
⑤電話番号 03-3880-3411
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Ｃ－５ 東京都立駒場高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間20日

最寄駅
田園都市線「池尻大橋駅」徒歩７分　井の頭線「駒場東大前駅」徒歩
７分　渋谷より東急バス51「松見坂上」徒歩０分　渋谷から徒歩15分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は１学年普通科７・保健体育科１クラスのハイレベルの文武両道の都立高
等学校です。東京都進学指導特別推進校として難関大学への進学を実現させ、
部活動では体育系・文化系共に毎年複数の部が全国大会に出場を果たしている。

③設置学科 普通科・保健体育科
④市区町村 目黒区
⑤電話番号 03-3466-2481

Ｈ－２ 東京都立篠崎高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
都営新宿線　篠崎駅 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

本校は、校舎の大規模改修が終わり、平成３０年９月より新しい教室や施設で
の学校生活がスタートしました。令和元年夏にはグラウンドの改修工事も終わ
り、いよいよ新しい篠崎高校が始まります。ぜひ、見学にいらしてください。

③設置学科 普通科
④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 03-3678-9331

Ｊ－５ 東京都立忍岡高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
浅草橋駅より徒歩５分、秋葉原駅より徒歩１０分、
新御徒町駅より徒歩１０分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

一人ひとりの進路希望を実現するため、多様な選択科目を設置した単位制高校
で、普通科と家庭科の専門学科である生活科学科があります。茶道などの伝統
文化やフランス語などの外国語を学ぶことができ知識や教養を高められます。

③設置学科 普通科・生活科学科
④市区町村 台東区
⑤電話番号 03-3863-3131

Ｆ－４ 東京都立芝商業高等学校 週日数 週休２日制

最寄駅
浜松町駅（ＪＲ山手線・京浜東北線、東京モノレール）
大門駅（都営浅草線・大江戸線）、竹芝駅（ゆりかもめ）

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

学習面では、専門性を深める系列別学習を行っています。多種多様な資格取得
が可能です。進路活動は、きめ細かに一人ひとりに対して行っています。
港区の商業高校ならではの、企業連携に力を入れています。

③設置学科 ビジネス科
④市区町村 港区
⑤電話番号 03-3431-0760

Ｄ－７ 東京都立国際高等学校 週日数

最寄駅
京王井の頭線　駒場東大前駅西口改札（渋谷より２駅）より徒歩５分
京王井の頭線　池ノ上駅（渋谷より３駅）より徒歩７分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

「調和のとれた国際感覚を身に付け、世界の人々から信頼され、尊敬される人
材の育成を目指す」が教育理念。外国語科目や国際理解科目など特色あるカリ
キュラム、学年の壁を越え力を合わせて行う行事、活発な国際交流が特色です。

③設置学科 国際学科
④市区町村 目黒区
⑤電話番号 03-3468-6811

Ｄ－２ 東京都立小松川高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間20日

最寄駅
ＪＲ総武線　平井駅から徒歩１２分 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

小松川は授業で勝負。習熟度別・少人数授業で予備校に頼らず難関大学の合格
を目指します。また、体育祭・文化祭・合唱祭の三大行事、加入率95％・全
国レベルの部活動、国際理解教育でグローバルリーダーシップを身に付けます。

③設置学科 普通科
④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 03-3685-1010
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Ｄ－３ 東京都立第一商業高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ・メトロ渋谷又は東急東横線代官山又はメトロ中目黒又は京王井
の頭線神泉駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

渋谷、代官山、中目黒いずれからも徒歩圏内の交通至便な場所乍ら落着きある
勉学に適した環境の中で簿記、情報処理、英語等の様々な資格検定取得が出来
就職も、文系大学進学いずれも実現できる学校。是非御来校を。

③設置学科 ビジネス科
④市区町村 渋谷区
⑤電話番号 03-3463-2606

Ｅ－８ 東京都立竹台高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
日暮里駅８分
鶯谷駅６分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

来年度入学生は、新しい制服になります。男子はつめえりからブレザー、ネク
タイに変わり、女子は爽やかなスカートに変わります。２年次７月に鉄筋５階
建ての新校舎に入ります。きめ細かい学習指導に定評があります。

③設置学科 普通科
④市区町村 荒川区
⑤電話番号 03-3891-1515

Ｋ－４ 東京都立橘高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
東武亀戸線　東あずま駅
ＪＲ総武線　平井駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

「ものつくりから流通・販売まで」を総合的かつ実践的に学び、社会で活躍で
きる人材を育成する＂産業課＂の学校です。資格取得やキャリア教育にも力を
入れています。やりたいことが、きっと見つかる学校です。

③設置学科 産業科
④市区町村 墨田区
⑤電話番号 03-3617-8311

Ｎ－２ 東京都立城東高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間20日

最寄駅
亀戸駅より徒歩６分　西大島駅より徒歩８分 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

今年の二学期から新校舎での授業が始まります。全面リニューアルした新校舎
でみなさんの入学をお待ちしています。

③設置学科 普通科
④市区町村 江東区
⑤電話番号 03-3637-3561

Ｄ－４ 東京都立墨田川高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
東武スカイツリーライン　曳舟駅　徒歩７分
京成押上線　京成曳舟駅　徒歩１０分

①種　　別 単位制
②教育課程 全日制

進学重視型単位制の伝統校で、徹底した学習指導により進学実績が向上してい
る学校です。学習だけでなく体育祭の応援団活動も有名で、部活動も全国常連
の水泳部や吹奏楽部などをはじめとして、とても活発に活動しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 墨田区
⑤電話番号 03-3611-2125

Ｍ－４ 東京都立墨田工業高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
都営新宿線　菊川駅　下車徒歩５分
半蔵門線・大江戸線　清澄白河駅　下車徒歩１５分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は明治３３年（１９００年）に創立し、来年令和２年（２０２０年）に創
立１２０年を迎える伝統校です。就職希望者の内定率は１００％であり、大企
業や、その分野でのオンリーワンの技術を持った企業に多数が就職します。

③設置学科 工業科(機械・自動車
電 気 ・ 建 築）

④市区町村 江東区
⑤電話番号 03-3631-4928
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Ｆ－３ 東京都立晴海総合高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
東京メトロ有楽町線・月島駅、都営地下鉄大江戸線・月島駅
３番・１０番出口より徒歩８分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

１００を越える選択科目から自分で時間割をつくることができる総合学科高校
です。専門科目も普通科目も学べます。生き方や進路選択、課題解決学習など
探求する活動を豊富に用意しています。あなたの自分探しを応援する高校です。

③設置学科 総合学科
④市区町村 中央区
⑤電話番号 03-3531-5021

Ｎ－７ 東京都立東高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
東京メトロ　東西線　南砂町より８分
都営バス　東砂４丁目より３分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

「学道不二」を校訓としており、学業のみならず、特別活動においても活躍し、
それらを両立し社会に貢献できる生徒の育成を目指している。素直な生徒が多
く、多くの生徒が学業・部活動に真面目に取り組んでいる。

③設置学科 普通科
④市区町村 江東区
⑤電話番号 03-3644-7176

Ｃ－７ 東京都立日本橋高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
京成電鉄　京成曳舟駅下車徒歩５分
東武鉄道　曳舟駅下車徒歩10分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は、平成21年４月に墨田区八広に移転をし、2020東京オリンピック・
パラリンピックの年には、創立80周年を迎えます。駅からのアクセスも良く、
明るくオープンな校舎で生徒は元気に過ごしています。ぜひお越しください。

③設置学科 普通科
④市区町村 墨田区
⑤電話番号 03-3617-1811

Ｋ－３ 東京都立豊島高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
東京メトロ有楽町線・副都心線　小竹向原・千川　徒歩８分
西武池袋線　江古田　徒歩１２分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

　昭和１１年に東京府立第十高等女学校として開校し、８３年の伝統を誇る我
が校は、校是「至誠」に基づき誠心誠意、全力を尽くす生徒を育成します。文
武両道を旨とし、高い志をもって学業・部活動・行事で成果を挙げています。

③設置学科 普通科
④市区町村 豊島区
⑤電話番号 03-3958-0121

Ｇ－４ 東京都立戸山高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間20日

最寄駅
東京メトロ副都心線　「西早稲田」駅　徒歩１分
東京メトロ・ＪＲ・西武線「高田馬場」駅　徒歩１３分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

戸山高校では「国際社会に貢献するトップリーダーの育成」を目指し、伝統的
な教育の柱である「自主自立」「教養主義」そして時代の要請に応じ「進学指
導重点校」「ＳＳＨ」「チームメディカル」を柱として指導しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 新宿区
⑤電話番号 03-3202-4301

Ｈ－６ 東京都立八丈高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ANA羽田－八丈島約50分、空港より車で５分
東海汽船「橘丸」竹芝－八丈島(約11時間）八丈島底土港より車10分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制・定時制

原則として必要な単位を4年間で修得しますが、他の通信制高校の併修制を利
用して3年間で卒業する制度（三修制）もあります。「自主・自立と向学心」
を生活の基本とし、一人ひとりの個性を尊重した教育を行っています。

③設置学科 普通科・併合科
④市区町村 八丈島
⑤電話番号 04996-2-1182
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Ｇ－５ 東京都立深川高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
東京メトロ東西線東陽町駅１番出口より徒歩２分 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

特進クラス、外国語コース、海外語学研修での高い進学実績が魅力です。部活
動においても文武両道を目指し、７年連続関東大会に出場する部、地域に貢献
する部など、それぞれの部が特色を出して活躍しています。

③設置学科 普通科・外国語コース
④市区町村 江東区
⑤電話番号 03-3649-2101

Ｍ－８ 東京都立一橋高等学校（定時制・通信制） 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ総武快速線：馬喰町徒歩３分、総武線：都営浅草線：浅草橋徒歩７
分、都営浅草線：東日本橋徒歩８分、都営新宿線：馬喰横山徒歩４分

①種　　別 共学校
②教育課程 定時制（三部制・単位制）

無理のない４５分４時間授業に加え、単位制で自分に合う多様な選択科目を受
講することで３年間での卒業も可能です。自由な校風の中、一人ひとりを大切
にする進路指導により自分らしさを見つけ、一緒に夢をかなえましょう。

③設置学科 普通科
④市区町村 千代田区
⑤電話番号 03-3862-6061㈹

Ｂ－２ 東京都立本所工業高等学校　定時制課程 週日数 週休２日校

最寄駅
京成金町駅、ＪＲ金町駅北口下車徒歩１２〜１５分
ＪＲ金町駅北口より京成バスにて葛飾総合高校下車　徒歩１分

①種　　別 共学校
②教育課程 定時制

『面倒見の良い学校』と、『中途退学者ゼロ』を経営目標に掲げ、確実な基礎
学力の獲得と、資格取得や学校行事を学校全体で取り組んでいます。卒業時の
進路実現率１００％ができる、４年間を通したキャリア教育を推進しています。

③設置学科 工業科(総合技術）
④市区町村 葛飾区
⑤電話番号 03-3607-4500

Ｇ－７ 東京都立本所高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営浅草線押上駅Ａ３出口から徒
歩７分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

平成30年度より『進学指導研究校』に指定され、進学実績を大きく伸ばした
学校として注目されています。習熟度別授業や土曜授業、夏期・冬期・センタ
ー試験講習などを実施し、基礎の徹底・受験学力の強化に取り組む学校です。

③設置学科 普通科
④市区町村 墨田区
⑤電話番号 03-3622-0344

Ｂ－７ 東京都立南葛飾高等学校 週日数 週休２日制

最寄駅
京成立石　お花茶屋　青砥　バス停「葛飾区役所」 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

新しい校舎です。「学ぶ喜ぶ」が感じられる学校です。地域と協力して、ボラ
ンティア活動にも参加していきます。一度是非学校へお出ください。生徒と教
職員で皆さまの来校をお待ちしております。

③設置学科 普通科
④市区町村 葛飾区
⑤電話番号 03-3691-8476

Ｈ－７ 東京都立紅葉川高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
西葛西駅からバス１０分
葛西臨海公園駅から徒歩１８分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

「文武両道」と「自主自立」を目標に掲げる学校です。学習・行事・部活動、
全てにおいて全力で取り組む本校で、一緒に学びませんか。ご来校をお待ちし
ております。

③設置学科 普通科
④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 03-3878-3021
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Ｃ－６ 上野学園高等学校 週日数 毎週土曜授業実施校

最寄駅
ＪＲ、東京メトロ各線上野駅から徒歩８分
東京メトロ日比谷線入谷駅から徒歩８分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

１クラス30名程度の少人数制クラスでひとり一人を大切に伸ばします。年間最
低６回以上の面談を行い、生徒の夢を実現するためには、なにをしていくべき
なのかを一緒に考えます。音楽科が設置されているのも特徴です。

③設置学科 普通科・音楽科
④市区町村 台東区
⑤電話番号 03-3847-2201

Ｋ－６ 岩倉高等学校 週日数 土曜授業実施校／毎週

最寄駅
ＪＲ上野駅入谷口前／東京メトロ上野駅徒歩３分／京成上野駅徒歩６
分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

共学６年目を迎えた、普通科・運輸科二科体制の学校です。今年度から全科・
コースで「ＳＤＧｓプログラム」を開始し、探求活動を行います。勉強と部活
の両立を図るＬ特コースも２年目に入り、様々な部活が活発に活動中です。

③設置学科 普通科・運輸科
④市区町村 台東区
⑤電話番号 03-3841-3009

Ｌ－９ 江戸川女子高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
ＪＲ小岩駅　徒歩１０分
京成江戸川駅　徒歩１５分

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

教育理念は「教養ある堅実な女性の育成」です。２期制６５分授業を行い受験
に有利なカリキュラムを編成。英語科を設置するなど英語教育に重点を置いて
います。普通科は難関私大を目指すⅡ類、国公立大を目指すⅢ類があります。

③設置学科 普通科・英語科
④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 03-3659-1241

Ｎ－３ 東京都立両国高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間20日

最寄駅
ＪＲ錦糸町駅、半蔵門線錦糸町駅、徒歩約５分
都営新宿線菊川駅、住吉駅　徒歩約10分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

伝統ある両国高校の歴史と文化を継承する一方で、変化し進化する時代の先を
見据え、将来のグローバルリーダーに必要な学びと取組みを行っている。言語
活動・国際交流・理数教育・キャリア教育が本校の特色です。

③設置学科 普通科
④市区町村 墨田区
⑤電話番号 03-3631-1815

Ｉ－３ 東京都立八潮高等学校 週日数 週休２日制

最寄駅
①京急　青物横丁駅
②臨海線　品川シーサイド駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

「品格と学びの八潮」の校風のもと、２１世紀をリードする人材の育成に日々
取り組んでいます。徹底した学習指導、生活指導、進路指導を実施し、生徒の
総合力を伸長し、社会のリーダーを育成します。

③設置学科 普通科
④市区町村 品川区
⑤電話番号 03-3471-7384

Ｉ－８ 愛国高等学校 週日数 土曜授業隔週実施校
（第２、４土曜日休校）

最寄駅
京成小岩
ＪＲ小岩

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

愛国高校には普通科の他に商業・家政・衛生看護の専門学科があり、「社会人と
して経済的に独立」し、「家庭人として一家幸福の源泉」となる女子の育成を目
指しています。優しく強く聡明な女性になるよう一緒に努力いたしましょう。

③設置学科 普通科・商業科・
家政科・衛生看護科

④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 03-3658-4111
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Ｇ－３ ＮＨＫ学園高等学校 週日数

最寄駅
ＪＲ中央線　国立駅南口から徒歩約１８分
ＪＲ南武線　谷保駅から徒歩約８分

①種　　別 共学校
②教育課程 通信制

インターネットやテレビ・ラジオで「ＮＨＫ高校講座」を視聴して学習し、登
校は月に１〜２回から。担任が学習相談など親身に対応。本校は国立市にあり
ますが、両国にある安田学園高等学校もスクーリング会場となっています。

③設置学科 普通科
④市区町村 国立市
⑤電話番号 0120-451-424

Ｆ－６ 大原学園高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ総武線「水道橋駅」徒歩６分。新宿線／東京メトロ半蔵門線「神
保町駅」徒歩５分。東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩７分。

①種　　別 共学校
②教育課程 通信制

本校は、校訓「感奮興起」を教育の基本姿勢として、生徒の育成に取り組んで
います。生徒一人ひとりには個性があり、未来があります。本校は、明るい夢
を見つけ未来を拓き、その実現に向かってがんばる生徒を応援する学校です。

③設置学科 普通科
④市区町村 千代田区
⑤電話番号 03-3237-3141

Ｇ－２ 共栄学園高等学校 週日数 土曜授業実施校／毎週

最寄駅
京成線「お花茶屋」駅下車　徒歩３分 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

１．礼法を学び、知性豊かな人材の育成
２．創造性に豊み、自立できる人材の育成
３．社会に貢献できる人材の育成

③設置学科 普通科
④市区町村 葛飾区
⑤電話番号 03-3601-7136

Ｈ－３ 北豊島高等学校　通信制課程 週日数

最寄駅
京成／東京メトロ「町屋」徒歩１５分　舎人ライナー／都電「熊野前」
徒歩５分　「田端」「北千住」よりバス有

①種　　別 共学校
②教育課程 通信制

本校は全日制に併置された通信制高校です。東京都が認可した数少ない通信制
高校で、経験豊富な教員のもと、卒業だけでなく進学を見据えた指導を行って
います。オリジナルコース、スタンダードコースの２コース制です。

③設置学科 普通科
④市区町村 荒川区
⑤電話番号 03-3895-3051

Ｍ－２ 関東第一高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間15日

最寄駅
ＪＲ総武線　新小岩駅　南口　徒歩１５分 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

関東第一高校には、特別進学コース、進学Ａコース、進学Ｇコース、スポーツ
コースの４つのコースがあります。元気で明るい生徒が多く、勉強や部活動、
学校行事などを本気で取り組む生徒を応援する学校です。

③設置学科 普通科
④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 03-3653-1541

Ｎ－６ 学校法人 角川ドワンゴ学園　Ｎ高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間5日程度

最寄駅
沖縄本校…那覇空港／代々木キャンパス…都営新宿線・ＪＲ新宿駅
御茶ノ水キャンパス…ＪＲ御茶ノ水駅・地下鉄神保町駅

①種　　別 共学校
②教育課程 通信制

高校卒業資格取得と共に、将来につながるプログラミング・大学受験や様々な
分野の第一線で活躍するプロや講師のネットを利用した双方向授業が受講可能。
進学コースは全国に13キャンパスあり、新しい形の学びを提供しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 沖縄県うるま市
⑤電話番号 0120-0252-15
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Ｂ－４ 駒込高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
東京メトロ南北線：本駒込駅より徒歩５分、　東京メトロ千代田線：
千駄木駅より徒歩７分、都営三田線：白山駅より徒歩７分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は国際教養コース、理系先進コースの文理それぞれのスペシャルコースで
生徒の夢の実現をサポートします。また、Ｓコースでは多様な志望先の応えら
れるよう、様々なプログラムを用意して、充実した高校生活を後押します。

③設置学科 普通科
④市区町村 文京区
⑤電話番号 03-3828-4141

Ｇ－６ 國學院高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間38日程度

最寄駅
東京メトロ銀座線「外苑前」　ＪＲ総武線「千駄ヶ谷」「信濃町」　
都営地下鉄大江戸線「国立競技場」

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

高校単独校であり、入学時のコース分けをしません。付属大学への進学は約２
割で、それ以外は他大学を目指します。英検の合格者が３年連続全国一位とな
り、文部科学大臣賞を受賞しました。

③設置学科 普通科
④市区町村 渋谷区
⑤電話番号 03-3403-2331

Ｍ－７ 品川翔英高等学校（現小野学園女子高） 週日数 土曜授業実施校／年間35日
（コース、学年による）

最寄駅
「西大井」ＪＲ横須賀線、総武線快速、新宿湘南ライン
「大井町」りんかい線、京浜東北線、大井町線

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

２０２０年度より、共学として新たな出発をする品川翔英高等学校です。「自
主　創造　貢献」の教訓の元、伸びやかで、明朗活発、賢い生徒が集う学校に
なります。主人公として活躍するあなたの入学を待っています。

③設置学科 普通科
④市区町村 大田区
⑤電話番号 03-3774-1151

Ａ－５ 滋慶学園高等学校 週日数

最寄駅
東京メトロ東西線　西葛西駅　北口徒歩３分 ①種　　別 共学校

②教育課程 通信制

２０１８年４月開校。全国７５を超える教育機関で専門力を育成する滋慶学園
グループの利点を活かし、多くの専門授業から興味あるものを選び、学ぶこと
ができます。高卒資格取得に加え『なりたい』を叶えることのできる学校です。

③設置学科 普通科
④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 0120-532-314

Ｉ－６ 錦城学園高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間31日

最寄駅
ＪＲ総武線御茶ノ水徒歩１０分・都営新宿線小川町・神保町徒歩８
分・東京メトロ東西線竹橋徒歩５分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

修学旅行先は海外！段階別の課外授業や自己学習プリント、キャリアデザイン
による未来の地図作りで着実な進路をつかむ！様々な先生と二者面談ができる
ので、学校生活も安心！先生と生徒の距離が近いアットホームな学校です！

③設置学科 普通科
④市区町村 千代田区
⑤電話番号 03-3291-3211

Ｋ－７ 京華学園（京華高校・京華商業高校・京華女子高校） 週日数 土曜授業実施校／年間全日

最寄駅
都営地下鉄三田線　白山駅、千石駅
東京メトロ南北線　本駒込駅　　東京メトロ千代田線　千駄木駅

①種　　別 男子校、共学校、女子校
②教育課程 全日制

文京区白山の地にある、男子高・商業高・女子高の３高校を有す学園である。
３高校別々の学校ではあるが、合同の部活や行事があり都内ではめずらしい形
態である。各校とも進路実績が良い事が高い評価を受けている。

③設置学科 普通科
④市区町村 文京区
⑤電話番号 03-3941-6493
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Ｊ－２ 修徳高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
常磐線・千代田線　亀有駅
京成線　青砥駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は将来自分の人生を築くにふさわしい知性と個性豊かな人間形成を目標に
毎日の学習からクラブ活動、文化活動を通して文武一体の教育を行っています。
また、各種の講習等で学習サポートし生徒に確かな学力を身に付けています。

③設置学科 普通科
④市区町村 葛飾区
⑤電話番号 03-3601-0116

Ｌ－８ 昭和第一高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
総武線・都営三田線「水道橋駅」、南北線・丸ノ内線「後楽園駅」、
千代田線「新御茶ノ水駅」、丸ノ内線・大江戸線「本郷三丁目駅」

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

基礎知識を定着させ、目標達成につなげる学力と意欲を育てていきます。そし
て、生徒一人ひとりの進路目標をしっかりと考えさせ、各自の希望進路を明確
にさせる中で、社会で活躍できる人間の育成を目指します。

③設置学科 普通科
④市区町村 文京区
⑤電話番号 03-3811-0636

Ｉ－７ 昭和学院高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
JR総武線・都営新宿線「本八幡」駅下車または、京成本線「京成八幡」駅下車　
徒歩約15分　バス約５分　JR武蔵野線・北総鉄道「東松戸」駅下車、バス約15分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

2020年、創立８０周年を迎えます。それに伴い、新たなコース制を導入しま
す。また、様々なバリエーションを用意した制服に刷新。昭和イノベーション
元年、共に新しい昭和学院を創造しましょう。

③設置学科 普通科
④市区町村 市川市
⑤電話番号 047-323-4171

Ｊ－３ 正則高等学校 週日数 毎週土曜授業実施校

最寄駅
日比谷線・神谷町徒歩５分　三田線・御成門徒歩５分　浅草線・大門
徒歩10分　大江戸線・赤羽橋徒歩10分　ＪＲ・浜松町徒歩15分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

同じスタートラインから学習を始め、人間的に成長しつつ進学学力をつけます。
机の上の勉強だけでなく、学習旅行などの学びを通して生きる意味を問います。
けじめある生活を求める一方で、行事や部活動にも活発に取り組んでいます。

③設置学科 普通科
④市区町村 港区
⑤電話番号 03-3431-0913

Ａ－７ 淑徳SC中等部・高等部 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
地下鉄丸の内線・南北線「後楽園」　都営三田線・大江戸線「春日」 ①種　　別 女子校

②教育課程 全日制

少人数教育をベースに、各人に目を向けられる「思いやり教育」で生徒達をサ
ポートしていきます。生徒一人一人の習熟度に合わせた「わかる」授業を実施
して、進学に向けて集中した学習環境を提供しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 文京区
⑤電話番号 03-3811-0237

Ｎ－５ 杉並学院高等学校 週日数 土曜授業実施校(毎週午前中授業）

最寄駅
中央線・総武線・東京メトロ東西線　高円寺・阿佐ヶ谷 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

《この地から未来へ、世界への一歩を踏み出そう》
杉並学院高校の生徒は、一人ひとりが「挑戦」をテーマに三年間の高校生活を
過ごし、「自己実現」を果たしています。

③設置学科 普通科
④市区町村 杉並区
⑤電話番号 03-3316-3311
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Ａ－４ 東京学館浦安高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間20日

最寄駅
ＪＲ京葉線新浦安駅より徒歩１５分　バス５分
東京メトロ東西線浦安駅よりチャーターバス１０分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

30年度より新たなコース編成を導入するとともに課外授業を一層充実させ、様
々な個性をもつ生徒の学力向上を図っています。また、全面人工芝のグラウン
ドや冷暖房完備の体育館等で行われる部活動も盛んで、活気のある学校です。

③設置学科 普通科
④市区町村 浦安市
⑤電話番号 047-353-8821

Ｉ－４ 東京実業高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ京浜東北線　蒲田駅　西口下車　徒歩３分 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

本校は、普通科・電気科・機械科の３科５コースからなる総合学園です。特色
として各コースともさまざまな資格取得に力を入れ確実に結果を伸ばしていま
す。また、キャリア教育では文部科学大臣推進校に認定されています。

③設置学科 普通科（進学・ビジネス）
電気科（電気・ＩＴ）機械科

④市区町村 大田区
⑤電話番号 03-3732-4481

Ｋ－２ 東海大学付属浦安高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間20日

最寄駅
東京メトロ東西線　浦安駅　バス10分
ＪＲ京葉線　舞浜駅　徒歩18分またはバス10分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

文武両道を奨励し、知・徳・体のバランスのとれた人格の形成を目指していま
す。浦安人生学（総合的な学習の時間と土曜講座）を実施し、「大学の先にあ
る人としての在り方生き方」を探究する生徒を育てます。

③設置学科 普通科
④市区町村 浦安市
⑤電話番号 047-351-2371

Ｃ－３ 東京家政学院高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間38日

最寄駅
ＪＲ線・都営新宿線・東京メトロ南北線・東京メトロ有楽町線「市ヶ
谷」、東京メトロ半蔵門線「九段下」「半蔵門」各駅徒歩１０分以内

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

千代田区三番町に位置する伝統のある女子校です。少人数制＋コース制による
きめ細やかな指導が、家政学院の教育環境の特色です。生徒一人ひとりに合わ
せたサポートを行い、希望の進路をかなえるための確かな学力を育てます。

③設置学科 普通科
④市区町村 千代田区
⑤電話番号 03-3262-2256

Ａ－６ 中央学院大学中央高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
JR総武線「亀戸駅」東口下車徒歩15分　東武亀戸線「亀戸水神駅」下車徒歩10分
都営地下鉄新宿線「大島駅」Ａ６出口又は「東大島駅」大島口下車徒歩12分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は少人数クラスをベースに、生徒・先生のお互いの顔がみえる学習環境で、
きめ細やかな対応を心がけています。また、タブレットを導入して、授業・自
学自習・コミュニケーションの活性化などに幅広く活用しています。

③設置学科 普通科・商業科
④市区町村 江東区
⑤電話番号 03-5836-7020

Ｊ－７ 正則学園高等学校 週日数 週６日制

最寄駅
御茶ノ水・神田、小川町・神保町、竹橋、新御茶ノ水 ①種　　別 男子校

②教育課程 全日制

明治29年に正則英語学校として開校した、歴史ある都内では少ない男子校です。
質実剛健な気風の中にも明朗誠実で情操豊かな紳士を育てると同時に、正則学
園では、一人ひとりが主役であり、君たちがチャレンジする舞台があります。

③設置学科 普通科
④市区町村 千代田区
⑤電話番号 03-3295-3011
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Ｆ－７ 豊島学院高等学校　昭和鉄道高等学校 週日数 第二土曜日のみ休校（基本６日制）

最寄駅
池袋駅・北池袋駅・板橋区役所前 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

豊島学院高校は目標進路に合わせて４類型を設置している。　今春卒業の大学
進学希望者の現役合格率８６％　昭和鉄道の進路実績は就職者１７７名１５６
名ＪＲ等の鉄道業界へ、近年は大学進学も増加している。

③設置学科 豊島学院（普通科）
昭和鉄道（鉄道科）

④市区町村 豊島区
⑤電話番号 03-3988-5511

Ｌ－７ 東洋高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
ＪＲ水道橋駅 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

ＪＲ水道橋駅徒歩２分、地上１３階、地下２階の校舎です。生徒ひとりひとり
が「行きたい大学」に進学できるように３コース制を設置しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 千代田区
⑤電話番号 03-3291-3824

Ａ－３ 二松學舎大学附属高等学校 週日数 毎週土曜授業実施校

最寄駅
東京メトロ・都営新宿線「九段下」駅から徒歩６分、ＪＲ・東京メト
ロ・都営線「飯田橋」駅及び「市ヶ谷」駅から徒歩１５分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

千代田区九段下という東京の真ん中に本校はあります。校舎は小さいですが、
１学年２５０人規模のアットホームな共学校です。併設中学校のない大学附属
の進学校で、「心を育て　学力を伸ばす」３年間を過ごしてみませんか。

③設置学科 普通科
④市区町村 千代田区
⑤電話番号 03-3261-9288

Ｄ－10 日本体育大学荏原高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
東急多摩川線「矢口渡駅」下車、徒歩７分 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

本校は「アカデミックコース」「体育コース」「総合コース」の３つのコース
があり、目標を達成するためのカリキュラムが組まれています。また部活動の
多くが世界大会、全国大会、関東大会の常連として活動しています。

③設置学科 総合／体育／アカデミック
④市区町村 大田区
⑤電話番号 03-3759-3291

Ｊ－４ 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間38日(毎週）

最寄駅
京王線・京王井の頭線「明大前」駅下車　徒歩４分 ①種　　別 女子校

②教育課程 全日制

普通科の女子校で、総合進学・体育・保健福祉の３コースがあり、生徒の個性
や志向にあわせて多様な進路選択ができます。ダンスや新体操、バレーボール
など、部活動も盛んな学校です。生徒の自主性を発揮できる機会が豊富です。

③設置学科 普通科
④市区町村 世田谷区
⑤電話番号 03-3322-9159

Ｄ－８ 日本体育大学柏高等学校 週日数 週休２日校・土曜講座年間18日
（アドバンストコースのみ）

最寄駅
ＪＲ・東武アーバンパークライン　柏駅 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

本校ではここ数年、旧帝国大学を含む難関国公立大学をはじめ、難関私立大学
（早稲田大等）への現役合格が急増しています。また、『文武両道を極める』
をスローガンに、全校生徒が勉学・部活動に全力投球をしている学校です。

③設置学科 普通科
④市区町村 柏市
⑤電話番号 04-7167-1301㈹
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Ｂ－５ 文京学院大学女子高等学校 週日数 毎週土曜授業実施校

最寄駅
ＪＲ山手線・東京メトロ　駒込駅　徒歩５分
ＪＲ山手線・都営三田線　駒込駅　徒歩５分

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

文京学院の国際教育がめざすものは、地球を俯瞰するグローバルな視点を持っ
た女性の育成です。学校生活は、「多様性を楽しむ」ことそのものです。ＳＧ
Ｈアソシエイト指定校らしく語学＆海外研修も充実しています。　

③設置学科 普通科
④市区町村 文京区
⑤電話番号 03-3946-5301

Ｎ－４ 武蔵野大学附属千代田高等学院 週日数 土曜授業実施校／年間39日

最寄駅
東京メトロ有楽町線　麹町駅徒歩５分・半蔵門線　半蔵門駅徒歩５分
ＪＲ市ヶ谷駅　徒歩８分　四ッ谷駅　徒歩１０分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

多彩な学びを実現する６コース体制へ、世界標準のカリキュラムで質の高い学び。
２０１８年度より５コース体制の＂千代田＂が始まりました。さらに２０２０年
度からは、医学部進学をめざすメディカルインテリジェントコースを開設。

③設置学科 普通科
④市区町村 千代田区
⑤電話番号 03-3263-6551

Ｃ－２ 村田女子高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
都営三田線千石駅から徒歩２分、東京メトロ南北線駒込駅から徒歩１
２分、ＪＲ山手線巣鴨駅・駒込駅から徒歩１３分

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

今年度は昨年、教育連携をした広尾学園から広尾学園前校長が学園長に就任し
たのをはじめ３名の教員が着任しました。徹底した英語教育や充実した海外研
修、ＩＣＴ機器を用いた学校生活を通して世界基準の教育を目指しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 文京区
⑤電話番号 03-5940-4455

Ｅ－３ 堀越高等学校 週日数 土曜の授業はありませんが、校外での
学習などで全てが休みではありません

最寄駅
ＪＲ中央線・東京メトロ東西線　中野駅より徒歩、約15分
東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線　中野坂上駅より徒歩12分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

校訓＂太陽の如く生きよう”は、生徒が伸び伸びと、生き生きと個性を活かし
て成長できる学校であることを表現しています。和魂洋才の教育理念のもと個
性をはぐくむ、しなやかな伝統と人としての基本を忘れない生活指導が特徴。

③設置学科 普通科
④市区町村 中野区
⑤電話番号 03-3363-7661

Ｍ－３ 不二女子高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
京成八幡駅　徒歩２分　　都営新宿線本八幡駅　徒歩５分
ＪＲ本八幡駅　徒歩５分

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

本校は、生徒数400名ほどの小規模な女子高校です。教科学習を中心に行事活
動や部活動などさまざまな活動を通して人間の大切さや科学的なものの見方な
どを学び真に生きる力を身につけることを目指しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 市川市
⑤電話番号 047-333-6345

Ｄ－９ 日本体育大学附属高等支援学校 週日数 週休２日校

最寄駅
女満別空港
ＪＲ網走駅

①種　　別 知的・男子校
②教育課程 全日制

学校法人日本体育大学が平成２９年４月北海道網走市に開校した知的障がいの
ある男子生徒対象の高等支援学校です。１学年定員４０名の全寮制で、江戸川
区から２名の生徒が入学し、オホーツクの自然豊かな環境で学んでいます。

③設置学科 普通科
④市区町村 北海道網走市
⑤電話番号 0152-67-9141
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Ｌ－３ 目白研心高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
西武新宿線・都営大江戸線「中井」駅より徒歩８分、都営大江戸線
「落合南長崎」駅より徒歩10分・東西線「落合」駅より徒歩12分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は、「コミュニケーション力」「問題発見解決力」「自己肯定力」を育み、
主体性と多様性を大切にした教育を実践しています。コースは「特進コース」
「総合コース」「ＳＥＣコース」の３つに分かれています。

③設置学科 普通科
④市区町村 新宿区
⑤電話番号 03-5996-3133

Ｌ－１ 安田学園高等学校 週日数 毎週土曜授業実施校

最寄駅
ＪＲ総武線「両国駅」徒歩６分　都営大江戸線「両国駅」徒歩３分　
都営浅草線「蔵前駅」徒歩１０分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

学校完結型の学習環境で第一志望大学への現役進学を力強くサポートする３コ
ース制となっている。いずれのコースも基礎学力の定着を基盤に、自ら考え学
ぶ創造的学力、および高い進学目標を実現する学力の形成を目標に掲げている。

③設置学科 普通科
④市区町村 墨田区
⑤電話番号 03-3624-2666　

Ｅ－７ 立志舎高等学校 週日数 週休2日制・土曜授業実施校／年間30日

最寄駅
ＪＲ総武線　東京メトロ半蔵門線　錦糸町駅　徒歩５分 ①種　　別 共学校

②教育課程 通信制

自由な校風のもと、生徒の個性を最大限に尊重し、自ら学び、社会で生きる力
を身につけることを目標にしています。授業システムはゼミ学習を導入してお
り、表現力や思いやり、協調性が身につく学習システムを導入しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 墨田区
⑤電話番号 03-5608-1033

● 高校相談ブース以外のご案内
今年は高校相談ブースのほかに、より良い高校選択のためのアドバイスを提供
する「進学コンシェルジュ」のコーナーや奨学金や助成金についてのご案内を
する江戸川区社会福祉協議会。江戸川区健全育成課からは放課後の学びの場と
して中高生に利用頂く共育プラザの紹介、また地域密着の金融機関からは進学
ローンなど経済的な進学サポートのご案内など、幅広い進学サポートの空間を
設けました。是非お立ち寄りいただきお気軽にお声掛けください！

《協力》

進学コンシェルジュ　阿久津 勝利（杉野服飾大学講師・元中学校校長）
奨学金制度案内　　　江戸川区社会福祉協議会
共育プラザ紹介　　　江戸川区健全育成課
進学ローン・保険　　日本生命保険相互会社、朝日信用金庫、小松川信用金庫
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186×268mm

人間性豊かな保育士、 
幼稚園教諭へ 

取得できる資格
○幼稚園教諭二種免許
○保育士 

仕事や生活に直結する
専門的知識や技能を修得

取得できる資格
○認定心理士
○上級秘書士
○上級情報処理士
○社会福祉主事任用資格
　　　　　　　　　 など 

食と健康に関係する
広範囲な知識を修得

取得できる資格
○栄養士免許
○医療事務管理士
　　　　　　　　　など 

看護師として必要な知識、 
技術を修得する 

取得できる資格
○看護師国家試験受験資格
※衛生看護専攻科受験資格
　高等学校卒業かつ
　准看護師資格所有

81
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Se i s o k ug ak ue n  H i g h  S c h oo l  h t t p : / /www . s e i s o k ug ak ue n . a c . j p / 

正則学園高等学校  全 日 制 ・ 普 通 科 【 男 子 】 

〒101-8456 東京都千代田区神田錦町３－１ TEL（０３）３２９５－３０１１ 
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〔夏休みオープンスクール〕
７月28日（日）・８月10日（土）・８月25日（日）
※詳細は、本校ホームページをご覧ください。

186×263mm
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N I S H O G A K U S H A H I G H  S C H O O L

二 松 學 舍 大 学 附 属 高 等 学 校
〒102 - 0074 東京都千代田区九段南2 - 1 - 32　TEL：（03）3261 - 9288　FAX：（03）3261 - 9280

h t t p : / / www . n i s h o g a k u s h a - h i g h s c h o o l . a c . j p /

未来を見つめ、
自らを高めようとする人へ

NI SHO
ISM

N I S H O G A K U S H A  H I G H  S C H O O L

入試説明・入試問題レクチャー・
学校見学・個別相談

学校説明会
 【Web 予約制】

9. 21（土）
14：00－15：30

10. 12（土）
14：00－15：30

10. 27（日）
10：00－11：30

11. 10（日）
10：00－11：30

［場所］
二松學舍大学
中洲記念講堂（本校向かい）

11. 23（祝・土）
10：00－11：30

説明会ではありませんが、中学校3年生とその
保護者の方のご相談に個別に対応いたします。

12. 7（土） 
9：00－15：00

［場所］本校校舎

受験なんでも相談会 
【予約不要】

※ 生徒・保護者を対象とした、主に推薦・併願優遇に関す
る相談会です。3年間の欠席・遅刻・早退がわかるもの
と3年生の成績表をお持ちください。なお、すでに中学
校の先生が事前相談にお越しの場合、来校は不要です。

［場所］本校校舎12. 25（水）・26（木）
9：00－15：00

生徒・保護者を対象に、
主に推薦・併願優遇に関する相談会

入試個別相談会
【予約不要】
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ここに、君が育ち、

  伸びる、高校生活がある｡

since1889
創立130周年

生徒募集

正則高等学校
共学・普通科 男女 320 名

[ 2 0 2 0年度 ]

「本来の学校らしさ」を求める高校 充実感のある高校生活と大学進学をめざす。

特待生制度あり特待生制度あり〈普通科〉〈普通科〉

特進クラス・進学クラス・普通クラス・土曜コース

〒130-0012 東京都墨田区太平2-9-6 
●JR総武線「錦糸町」駅北口、地下鉄半蔵門線「錦糸町」駅３番出口より徒歩５分

過去の成績より、これからのやる気を重視して
面接・作文のみ（筆記試験なし）で、入学選考をいたします。

転入者、不登校・中退者いずれの
方にも相談に乗っています。

入学案内書無料送呈

（モバイルからもアクセスできます）

アクティブラーニングの

最先端を行く「ゼミ学習®」が
あなたの実力を伸ばす

アクティブラーニングの

最先端を行く「ゼミ学習®」が
あなたの実力を伸ばす

https://www.risshisha.ed.jp/立志舎高校

●学校説明会を実施しています。●学校説明会を実施しています。
日時は、お問い合せください。日時は、お問い合せください。

ホームページ、電話等でお申し込みの上、来校ください。ホームページ、電話等でお申し込みの上、来校ください。
●入学相談・授業見学は毎日実施しています。●入学相談・授業見学は毎日実施しています。

こんな高校を
待っていた！

☎03（5608）1033㈹お申し込み
お問い合せ
お申し込み
お問い合せ

立志舎高校 広告 4C　 （横91mm×縦132mm）
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施設見学会

東京都立

機械科　電子科　建築科
デュアルシステム科第3期生募集

葛西工業高等学校

◎事前に電話にてお申込みください。詳細は本校ホームページをご覧ください。

2019年度 学校説明会等日程一覧
７月２５日（木）
８月 ９日（金）
８月２５日（日）

体験授業 ９月１６日（月・祝）
★同日授業見学開催

学校説明会 １０月 ６日（日）
１０月２６日（土）

江紫祭（文化祭） １１月 ２日（土）
※予約不要

入試説明会 １１月２４日（日）
１２月２２日（日）

個別相談会 １月１１日（土）
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〒279-8558 千葉県浦安市東野3-11-1
電 話 047-351-2371　FAX 047-351-2373

https://www.urayasu.tokai.ed.jp

「大学の先にある
人としての在り方生き方」

を探求します。 

校 長   茂泉  吉則

東海大学付属浦安高等学校

https://npo-lh.com/

グローバル社会で
活躍できる人材を育てる

学校説明会で

 お待ちしております。

東京都文京区本駒込2-29-1

説明会の詳細はホームページにて

http://murata . ac. jp

村田女子 検索

9月以降のイベントはHPをご覧ください

学校説明会 7/13 14：30～
オープンスクール 7.27/8.24 10：00～
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他国の文化に触れたい！

英語に興味がある！

楽しいことが好き！

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが大好き！

こんなあなたにぴったりです

あなたの将来の「何か」がきっと変わる

園児もスタッフもみんな笑顔
人は楽しんでいるときこそ最大の力を発揮し
ます。いつでもお気軽にお問合せください。

WAKABA INTERNATIONAL CHILD CARE SYSTEM 

〒 東京都江戸川区東瑞江 ルネサンス瑞江ザ・レジデンス （本部直通）

都営新宿線「瑞江駅」北口徒歩２分 ⇒ ナーサリー 同駅南口徒歩５分 ⇒ 瑞江園

江戸川区私立認可保育園 
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職場体験実施中!
チャレンジ・ザ・ドリーム

URL :www.toaline.co.jp
ホームページに会社紹介動画を公開中！ 東亜物流

《お問合せ》 toa-info@toaline.co.jp
〒132-0024  東京都江戸川区一之江1-9-13    TEL 03-3674-8701  FAX 03-5607-7847

代表取締役　森　本　勝　也

186×132mm／2分の1

認可保育園
わんぱくすまいる保育園
江戸川区松島３-39-15

東京都認証保育所
わんぱくSMILE松島園
江戸川区松島４-29-７

TEL 03-5879-3714㈹   FAX 03-5879-3715

http://wanpaku-smile.ed.jp/

～主体性を育てる保育を実践しています～

自分で思ったことを自分で考え、
行動できる保育園。

未来の保育士さんを
応援しています

中学生、高校生の
職場体験も

実施しています
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あらゆる面で経営をサポートします！
お気軽にご相談ください。

詳しくは
☎５６７４－２９１１

江戸川区船堀４－１－１タワーホール船堀３階
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186×268mm
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 体操教室・サッカー教室
新体操教室・水泳教室・未就園児教室

夏・冬・春のキャンプ活動
イベント企画・運営
各種講演会・研修会

TEL 03-5628-1237
FAX 03-5628-1239

東京都江戸川区平井２−21−10
総武ビル202

株式会社 ティダ

子ども達の将来を
応援します。

株式会社
細 川 鉄 工 所

代表取締役   細  川  良  治
大杉第二小学校元PTA会長

〒133-0073
東京都江戸川区鹿骨5-1-14
e-mail: hkt@fss.ne.jp

ー製缶請負ー

株式会社 向誠工業
〒 東京都江戸川区篠崎町

Create the future

鉄骨建方鳶工事・合番 本締め 現場鍛冶工事・デッキ敷き込み工事

免振鉄骨 免振装置据付工事・制振装置組立 据付工事
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代表取締役 佐 藤 正 樹

本　　  社 〒134-0081 東京都江戸川区北葛西1‐19‐11
TEL 03-3869-3744 FAX 03-3869-3918

TEL 03-5878-3676 FAX 03-5878-3677

葛西物流センター 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西6-9-7
葛西第２センター 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西6-9-11

物流はワークオンクリエイトに
安心してお任せください。

 

 

 
江戸川北法人会

 

～ 新 入 会 員 募 集 中 ～

村社  研太郎代表取締役社長

株式会社
インテリアスペース・ゼロ

内装仕上工事業
東京都知事許可（般－28）
第126889号

〒133‒0044 東京都江戸川区本一色３－７－７
TEL:03－5879－3722  FAX:03－5879－3732



5958

お客様と地球を笑顔にするため

創業50年以上、お客様・仲間とリデュース・リユース・リサイクル（ゴミを減らし活かす）を実行し資源を
大切に使ってます。トラックを通じて全ての人に栗山自動車と出会えてよかったと思ってもらえる会社

にし、社員一人一人が成長できる環境作りをしています。

栗山自動車工業株式会社
(Kuriyama Auto Industry Co.,Ltd.)

業務内容--------------------------
トラック中古車の販売・買取

トラック中古・リビルトパーツの販売

レンタル・リース事業

板金塗装・整備

資本金 2,000万円
社員数 100名
所在地---------------------------
本社：東京都江戸川区西瑞江5-6-29
東京支店：東京都江戸川区西瑞江5-3-10
千葉支店：千葉県佐倉市大作2-12-2
神奈川支店：神奈川県座間市ひばりが丘4-24-12

電話番号 ０３－３６８９－７７１１

★中学生、高校生の職場体験・見学実施中です★

人事課までお気軽にお問合せください

電話番号 ０３－３６８９－７７１１（人事課）
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公益財団法人	京葉鈴木記念財団
～社会奉仕と青少年の健全育成に寄与する活動に参加します！～	

ＫＳＧ財団は、企業・個人からの寄付金を財源に、幅広い青少年活動の	

スポーツ・文化団体に支援金助成・施設無償貸与をおこなっています。

【＊お問い合わせはホームページ又は下記事務局へお願い致します。】	

支援実績	 600 件	 210 団体	 （2018 年	 実績）	

所有施設	 KSG 船橋グランド	 	13360 坪	(千葉県船橋市鈴身町）	
【サッカー場・野球場・テニスコート・フットサル場・屋内練習場・多目的室】	

KSG 豊富グランド	 	3550 坪	(千葉県船橋市豊富町）	

KSG 蓮沼合宿所/剣道・空手道場	1990 坪	(千葉県山武市蓮沼）	

KSG 小岩バッティングジム	 	(東京都江戸川区小岩）	

貸会議室	 	 	 60 人収容	 		（東京都江戸川区鹿骨）	

貸マイクロバス 29 人乗り	 ２台	

京葉鈴木グループ企業各社	

	【運輸部門】	

株式会社	ＫＳＪ	

(有)中央建設機工	

(有)恵生産業	

(有)共和興業	

(有)新富土木工事	

芦川興業(有)	

	

	

【廃棄物処理部門】	

京葉環境事業協同組合	

理研工営	株式会社	

ケイエスライン 株式会社

(株)石井吉豊ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

(株)横浜インダストリー

(有)丸吉環境

京浜環境リサイクル(株)

【廃棄物リサイクル部門】	

（株）ジャパンリコロジー	

首都圏リサイクル工業(株)	

常総企業	株式会社	

（一社）	再資源化研究機構	

【財務管理部門】	

	(有)創徳コンサルタント	

京葉物産	株式会社	

（株）GOD	FAMILY	

（株）GOD	FATHER	

江戸川管財(株)	

（株）熱海 KSG ｼﾞｪｯﾄﾏﾘｰﾅ	

【都市･宅地開発部門】	

綜合企画	株式会社	

	(株)ＫＳＧフロンティア	

	(株)大都市開発機構	

クリーン開発	株式会社

(株)千田組

公益財団法人	 京葉鈴木記念財団	 	 代表理事	 鈴木孝行	

事務局	〒134-0091	東京都江戸川区船堀１-７-６	ＫＳＧ夢ビル８階	

TEL	03-5243-2110		 FAX	03-5243-5243	

【不動産･金融部門】	

大和通商	株式会社	

（株）帝国ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ	

【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ･ﾘｰｽ部門】	

有限会社	三喜商事	

	(株)渓春コンサルタント	

【他部門】	

京葉ワークユニオン	

(株)ＪＰＥＴＳ	

(一社)京葉鈴木政経塾	

【社員厚生部門】	

社員孝親会	
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協賛企業・個人一覧

皆様の協賛のもと、高校進学フェアを運営しております。

協賛企業の皆さま、多大なるご支援ありがとうございました。

協賛企業（順不同） 『高校進学フェア』と中学校を応援しております。

青森大学 東京キャンパス

朝日信用金庫

株式会社市進

河合塾マナビス新小岩

栗山自動車工業株式会社

公益財団法人京葉鈴木記念財団

有限会社関寅商事

日本給食株式会社

ラーニング ワン

若葉インターナショナルナーサリー

株式会社インテリアスペースゼロ

小松川信用金庫

株式会社サトー印刷

東亜物流株式会社

東京商工会議所江戸川支部

株式会社ワークオンクリエイト

一般社団法人わんぱくSMILE

江戸川北法人会

有限会社川手設備

株式会社向誠工業

株式会社ティダ

船堀マツヤサロン

株式会社細川鉄工所

有限会社 サンブリヤ

一神創業

カツミ建設

ピース

ミナミ

有限会社エースニットプリント　

東京臨海ロータリークラブ

　髙橋　映治

　入澤　昭彦

　尾身　治彦

　勝間田　健一

　佐久間　裕章

　篠塚　慎之介

　杉浦　孝治

　須藤　宗之介

　地引　智明

　桝本　俊輔

日本生命保険相互会社

株式会社田島不動産

株式会社 井田

有限会社笹田化学工業所

スポーツロップス

株式会社夢工房

千録

須賀　妙子

柴田　正美

及川　信之
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江戸川区中学校

高校進学フェア

開催日　 2019年8月10日㈯  10:30～16:00
　　　　 2019年8月11日㈰    9:30～15:30

会　場　 タワーホール船堀 １階・２階

主 催　 NPO法人「らいおんはーと」
後 援　 江戸川区教育委員会　東京都公立高等学校PTA連合会
　　　江戸川区公立高等学校ＰＴＡ連絡協議会

����


