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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」

高校入試を目指す生徒の皆さん、そして保護者の皆様、今年度は『新型コロナウイ

ルス感染症』の影響により長期間の休校を余儀なくされ、学習も通常のプログラム

通り進めず全てがイレギュラーの中での進学・進級準備に不安を抱えておられるか

と思います。

本来ならば８月にタワーホール船堀にて、対面式高校入試相談会『江戸川区中学校

高校進学フェア2020』を開催する予定でおりましたが、新型コロナウイルス感染

症感染拡大防止の為に今年度は残念ながら中止とさせていただきました。

児童生徒を直接見て来た小中高PTA会長経験者で構成するNPO法人「らいおんはー

と」は、これまでにない未曾有の事態に対峙している受験生と保護者に向けて、高

校選択の一助になればと本冊子の作成、江戸川区内全中学生へ配布することといた

しました。

多くの選択肢の中から、自分に合った高校、やりたいことを実現出来る高校を是非

見つけていただきたいと思います。

また、中学１・２年生の生徒の皆さんも「まだ先の話」と考えず、今の段階から目

指す高校を幾つか選択し『目標』を持って勉学に励んで下さい。

様々なことが制限される中で、本年度も『江戸川区中学校高校進学フェア2020』

パンフレット作成にご理解とご協力を賜りました皆様にも深く感謝いたします。

NPO法人「らいおんはーと」は、子ども食堂を中心として、フリースクール・フー

ドパントリー・ぬくぬく塾の運営をしながら、「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、日々子どもたちの成長支援に取り組んでおります。
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ごあいさつ

この度「江戸川区中学校 高校進学フェア」の開催が新型コロナウイルス感染拡大に

伴い、中止となってしまったこと、非常に残念でなりません。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NPO法

人「らいおんはーと」及川信之理事長をはじめ、小学校・中学校・高等学校の元

PTA会長や有志の皆様には心より敬意を表します。NPO法人「らいおんはーと」は

「全ての子ども達に豊かで幸せな人生を！」の基本理念のもと、子ども達に関わる

問題を知識や経験・様々なネットワークを駆使し問題の解決に向けて活動されてお

ります。この「江戸川区中学校 高校進学フェア」におきましても、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。

中学校へ入学した時から高校受験があることはわかっていても、実際には三年生に

なってから子どもと志望校を考えている方もいると思います。実際、一学期から夏

休みにかけて、公立高校・私立高校でどんな特色があるのか、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。その情報を

本来ならば進学フェアで高校のお話を聞けるいい機会だったのですが、それが叶わ

ない今、直接高校へ訪問して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。インターネットで検索すればおおよそのことは情報収集できま

すが、高校も感染拡大防止に向けて取り組まれていますので、中の雰囲気などもご

自身の目でみれば実感が湧いてくると思います。

そして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

の参加にも繋がってくると思います。私の子どもは当時、地元地区で行なわれた進

学フェアに参加し、そこで高校の先生と学校の特徴や行事など様々なことを聞くこ

とができ、文化祭にも足を運んで志望校を決めました。

 

2020年は各地域のイベントや、高校でも文化祭が中止となっているところもあり

ます。中学三年生にとっては受験へ向けた大事な時期でもありますが、今までの当

たり前が当たり前でなくなったこんな時だからこそ、できることを考えるいい機会

だと捉えてほしいと思います。また、中学一年生・中学二年生にとっても同じこと

が言えると思います。

 

江戸川区内の全中学生の皆様のご活躍とご健勝、また次年度以降「江戸川区中学校 

高校進学フェア」の再開と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　久　野　貴　広
江戸川区公立高等学校PTA連絡協議会
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高校進学コラム

1.「四つの扉」

　今春、都内の公立中学から高校に進学した生徒は約

７万５千人。このうち全日制へは、都立に約４万人、

私立に約２万５千人が進学しています。

　これを入試の仕方で推薦と一般に分け、｢四つの扉｣

で示すと下図のようになります（上段…私立、下段…

都立。左…推薦、右…一般）。各扉を通る人数の割合

は、例年ほぼ変わりません。

　扉の上下に記した日付は、来年度の試験日です。私

立推薦（1月22日から）→都立推薦（1月26日）→私

立一般（2月10日から）→都立一般（2月21日）の順

です。

　来年度の入試は、様々な点で変更が予想されますが、

入試日程は動きません（都立一般では、２次とは別に、

新型コロナウイルス感染症等罹患者対象の特別追検査

を行う可能性があります）。

2.　扉を開ける鍵

　さて、「四つの扉」を開けるには、それぞれ別々の

鍵が要ります。

　私立推薦の扉を開ける鍵は、中学校の内申点です。

例えば「3科（国数英）計12以上」とか「9科計30以

上」など、３年２学期の通知表の評定が合格の基準に

なります。また、英検など検定試験の結果を加点する

学校もあります。基準は10月末までに各校が説明会や

ＨＰで発表します。

　利用には第一志望（単願）であること、合格したら

必ず入学することが条件で、基準を満たしているから

コロナ時代の高校入試
進路指導研究会　平  松　  享

といって、受験生が志望校に直接申し出ることはでき

ません。中学の先生が志望校と「入試相談」を行って

から、出願します。

  ｢入試相談｣は、受験生が推薦の基準に達しているか、

どんな学校生活を送って来たか、高校が確認した上で、

中学の先生に「合格の可能性」を伝える場で、12月15

日から始まり数日間で終わります。そのため受験生は

12月の三者面談までに受験校を決め、先生に伝える必

要があります。

　都立推薦では、内申、小論文または作文、面接など

の合計点で合否が決まります。

「入試相談」はありませんが校長先生の推薦が必要で、

合格後のキャンセルはできません。

　一部の学校には「文化・スポーツ等特別推薦」があ

り、内申に実技検査等の得点を加えて合否を決めます。

来年度は検定や大会などの実績を評価しません。一般

の推薦との併願が可能です。

　

　私立一般には、フリー受験と併願優遇の二つがあり

ます。フリー受験は、入試の点数だけで合否が決まり、

合格後キャンセルできます。

　併願優遇は、第一志望の都立が「不合格だったら、

併願する私立に入学する」ことを条件に優遇を受ける

制度で、単願と同じように内申などの基準があり、一

般入試の得点等によって優遇の程度が異なります。

「入試相談」を経て出願することは単願と同じです。

　また、私立の推薦は単願も併願優遇も合格を保証す

るものではありません。

　都立一般（一次・分割前期）の扉を開ける鍵は、内

申点と学力検査の得点です。

　内申点（調査書点）は、３年２学期の評定を換算し

て得点化します。主要５科（国数英社理）は素点のま

ま、実技４科（音楽、美術、保健体育、技術・家庭）

は２倍して合計します（換算内申）。

　学力検査は５科で行われ、一部の学校では自校作成

問題が出題されます。

　学力検査の合計得点と内申点を、７対３の割合で合

計して、合否を決めています。

　他に、二次・分割後期募集を３月10日に行います。

検査は国数英３科で、内申は他の６科を２倍して６対

４で合計し、合否を判定します。

　この検査は、これまで「インフルエンザ等学校感染

症罹患者等に対する追検査」として利用されていまし

たが、来年度は「新型コロナウイルス感染症罹患者」

も対象とします。

3.　合格を信じて

　最近は、都立一般と私立の併願優遇を組み合わせる

受験生が多く、利用者は私立一般の過半を占めるよう

になりました。授業料の無償化で私立推薦（単願）の

利用者も増えました。

　単願も併願優遇も「入試相談」がほぼ必須です。中

学校では、期末考査⇒内申確定⇒三者面談⇒入試相談

と、中３の２学期は全てのスケジュールが12月15日を

ゴールに組まれています。

　受験生にも受験校を早めに決める傾向が広がってき

ました。混乱の時期は安全志向が強くなり、安易な選

択に走るケースも目立ちます。

　しかし学力が伸びるのはこれからの半年間です。一

般受験なら私立、都立とも２月の試験日直前まで、受

験先を切り替えることができます。

　いずれにしても受験生は、２学期の学習に全力で取

り組まなくてはなりません。学校の授業のほかに、例

年なら、休日には各種検定試験の受験、模擬テストへ

の参加、志望校の説明会、相談会への出席など、忙し

い毎日が続きます。

　12月上旬が過ぎれば、落ち着いた時間が待っていま

す。体調を整え、気持ちを静めて、じっくりと学力の

仕上げをしましょう。合格を信じて。

4.　コロナへの対応は？

　以下に新型コロナ予防の影響と対応策を挙げよう。

①情報収集…私立の推薦基準は毎年更新されるので説

明会で収集したいが、今年はムリ!?。

【対応策】要項の取寄せとＨＰのチェック。通覧は

School Guide Webからログイン。11月には中学の

先生に最新資料が届くから先生に聞く。

 

②模試受験…塾なしでも受験できるか？Net環境も悪

いが？ 自宅受験でも信頼できるか？

【対応策】自宅受験できる。Webならshinken stud

y siteまたは①のサイトへ。電話申込ならVもぎ…

（3952）4171か、Wもぎ…（5857）0950へ。真面

目に利用されていて、結果は信頼できる。

 

③削除部分の学習…自校作成校も含むか？都立に出題

されない範囲(下欄)は勉強しなくても大丈夫か？高校

で困らないか？

【対応策】自校作成校も含む。数英は勉強しておいた

方がいい。私立でも同様に削除する学校があるが対応

は様々。量的に多くないし自学できる項目がほとんど。

高校で欠かせない内容が多いので、今やっておいた方

がいい。でも、都立の漢字の読みでは「妨げる（さま

た）」、「乏しい（とぼ）」、「紛らわす(まぎ)」や、

「貢献（こうけん）」、「模範（もはん）」など、一

部の出版社の教科書では３年で学習するため、出題さ

れないヨ。コッソリ教えてあげるネ。

1/22～ 2/10～

1/26 2/21
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先生に最新資料が届くから先生に聞く。

 

②模試受験…塾なしでも受験できるか？Net環境も悪

いが？ 自宅受験でも信頼できるか？

【対応策】自宅受験できる。Webならshinken stud

y siteまたは①のサイトへ。電話申込ならVもぎ…

（3952）4171か、Wもぎ…（5857）0950へ。真面

目に利用されていて、結果は信頼できる。

 

③削除部分の学習…自校作成校も含むか？都立に出題

されない範囲(下欄)は勉強しなくても大丈夫か？高校

で困らないか？

【対応策】自校作成校も含む。数英は勉強しておいた

方がいい。私立でも同様に削除する学校があるが対応

は様々。量的に多くないし自学できる項目がほとんど。

高校で欠かせない内容が多いので、今やっておいた方

がいい。でも、都立の漢字の読みでは「妨げる（さま

た）」、「乏しい（とぼ）」、「紛らわす(まぎ)」や、

「貢献（こうけん）」、「模範（もはん）」など、一

部の出版社の教科書では３年で学習するため、出題さ

れないヨ。コッソリ教えてあげるネ。

国 語 中学３年生の教科書で学習する漢字

数 学 三平方の定理, 標本調査

英 語

関係代名詞のうち、主格の that, which, 
who 及び目的格の that, which の制限
的用法（同様の働きを持つ接触節も出題
しない）

社 会 『私たちと経済』の「国民の生活と政府の
役割」,『私たちと国際社会の諸課題』

理 科
『運動とエネルギー』の「力学的エネルギ
ー」,『科学技術と人間』,『地球と宇宙』の

「太陽系と恒星」,『自然と人間』
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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　浅草駅・東京メトロ銀座線　浅草駅
つくばエクスプレス線　浅草駅

①種　　別 共学校
②教育課程 定時制

将来の進路希望に合わせて、自分で時間割を作ることができます。（単位制）
登校時間は、朝昼夜の３つから選ぶことができます。（三部制）あなたの望む
ライフスタイルで、基礎基本からじっくりと学習することができる学校です。

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

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

東京都立荒川工業高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
南千住駅　徒歩１２分（ＪＲ常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエ
クスプレス）　千住大橋駅　徒歩１２分（京成電鉄　京成本線）

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制・定時制

「ものづくりは　ひとづくりから　〜学力の不安を力に、希望を決意に変える
学校〜」を柱に、産業技術や情報技術の発展など、人として備えるべき人間力
を身に付けるために、すべての先生が全力で生徒と向き合っています。

③設置学科 全日制（電気科･電子科･情報技術科）
定時制（電気科･電子科）

④市区町村 荒川区
⑤電話番号 03-3802-1178

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

東京都立青山高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間20日

最寄駅
東京メトロ銀座線外苑前駅　　都営地下鉄大江戸線国立競技場駅
ＪＲ中央・総武線信濃町駅又は千駄ヶ谷駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

「高きを目指せ　青山で」を合言葉に生徒が学習に意欲的でに取り組み、進学
実績も向上している。部活動や学校行事も盛んで、部活動は９割以上が参加。　
「外苑祭」という文化祭は、全クラスが劇・ミュージカルを上演する。

③設置学科 普通科
④市区町村 渋谷区
⑤電話番号 03-3404-7801

東京都立足立新田高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
東京メトロ南北線　王子神谷駅　徒歩１２分
ＪＲ京浜東北線　王子駅　徒歩・バス１５分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校では生徒の多様な進路希望や個性に対応する為、学系列選択科目制を導入。
スポーツ健康系・福祉保育系・メディア文化系の３学系から１つを選ぶ。部活
動は盛んで、全国大会入賞の相撲部、関東大会出場の男子バレーボールがある。

③設置学科 普通科
④市区町村 足立区
⑤電話番号 03-3914-4211
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東京都立江戸川高等学校 週日数 土曜授業実施校

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実現します。活発
な生徒会活動や部活動を通じ、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

東京都立園芸高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
東急大井町線「等々力」駅下車徒歩１５分、またはバス５分
東急田園都市線「桜新町」駅下車徒歩２０分、またはバス１０分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

東京ドーム２，３個分の敷地を持つ緑に囲まれた学校です。草花・野菜・果樹
などについて学ぶ「園芸科」、食品加工・調理・栄養などについて学ぶ「食品
科」、小動物や身近な生き物の飼育管理などを学ぶ「動物科」があります。

③設置学科 農業科
④市区町村 世田谷区
⑤電話番号 03-3705-2154

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

東京都立大島高等学校　定時制課程 週日数 週休２日校

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

伊豆大島にある都立大島高校の定時制課程です。海に囲まれ、山もある自然豊
かな環境で、高校生活を過ごせます。都内であればどこの中学校からでも受験
でき、進学する事ができます。とても良い所ですよ。

③設置学科 普通科
④市区町村 大島町
⑤電話番号 04992-2-1431

東京都立上野高等学校 週日数 週休２日校

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９６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

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
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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（東西線葛西駅より東新小岩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58年の歴史ある工業高校です。豊富な実習・実験、工業各科の少人数
制指導、数学・英語での習熟度別授業など、きめ細かな指導を行っています。
多くの企業との連携により、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

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

東京都立葛飾野高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
ＪＲ常磐線亀有駅
京成本線お花茶屋駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は80年の歴史と伝統のある普通科高校です。生徒は教育目標である「自
立・叡智・敬愛」を目指し学習活動と生徒会活動・部活動などに積極的に取組
み文武両道を実践しています。又、今後「地域の中の進学校」へと変革します。

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

東京都立葛飾総合高等学校 週日数 週休２日校　土年間14日

最寄駅
ＪＲ常磐線各駅停車（東京メトロ千代田線直通）金町駅又は京成金町
線京成金町駅下車徒歩約15分。金町駅北口より京成バス約５分。

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

自分の良さに気づき、それを活かして社会にどのように貢献していくのかを考
え、進路決定する。その実現に向けてどうするのかを考えて「自分だけの時間
割」を作成し、決めた事の責任を取りつつ高校生活を送る。それが葛総です。

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

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・地下鉄半蔵門線「住吉駅」、新宿線「西大島駅」より徒
歩８分、ＪＲ総武線「錦糸町駅」「亀戸駅」より徒歩20分またはバス

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

都内で初めて科学技術科を設置した専門高校です。機械・制御工学系、電子・
情報工学系、化学・バイオ系の３分野からなり、最新設備を用いて将来の科学
者・技術者を育てます。理科・数学の好きな中学生は是非来てください。

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

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
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東京都立蔵前工業高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
JR総武線浅草橋駅東口徒歩10分、都営浅草線浅草橋駅A6出口徒歩８分、
都営浅草線蔵前駅A6出口徒歩８分、都営大江戸線蔵前駅A7徒歩15分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は「実力のあるスペシャリスト」の育成を目指し、難関資格の取得指導、
基礎・基本から最新技術までを学ぶ実技指導、そして、知識・技術をより深め
たい生徒への大学進学指導と生徒の進路希望１００％を実現します。

③設置学科 工業科（機械科・電気科・
建築家・設備工業科）

④市区町村 台東区
⑤電話番号 03-3862-4488

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

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

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年を超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

東京都立北園高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間17日

最寄駅
都営三田線「新板橋駅」徒歩６分。ＪＲ埼京線「板橋駅」徒歩９分。
東武東上線「下板橋駅」徒歩７分。

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

国公立大学・難関私立大学の現役合格者数が多く、みなさんの進路の夢を叶え
る学校です。「理数研究校」指定。第二外国語の授業など国際理解教育も盛ん
です。長野県と連携した「信州北園プロジェクト」もあります。制服なし。

③設置学科 普通科
④市区町村 板橋区
⑤電話番号 03-3962-7885

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
ラエティに富んだ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
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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な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

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

東京都立忍岡高等学校 週日数 週休2日校（年間6回土曜授業実施）

最寄駅
浅草橋(JR総武線・都営浅草線)徒歩５分／新御徒町（都営大江戸線・
つくばエクスプレス線)、蔵前(都営大江戸線・都営浅草線)徒歩10分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制単位制

全日制単位制高校。普通科と生活科学科を設置。進路選択に応じて豊富な選択
科目から自分の時間割をデザインできる。華道や茶道、囲碁将棋等の日本の伝
統文化や第二外国語、演劇やモダンバレエ等の講座もあり、幅広く学べる。

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

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」駅から徒歩20分、「篠崎」「瑞江」駅、JR「小
岩」「新小岩」駅、東京メトロ東西線「南行徳」駅から京成バス

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

篠崎高校の教職員のモットーは、『伸ばします　あなたの可能性』です。生徒
の良い部分を発見し、最大限に伸ばすことに全力を注ぎます。卒業時には希望
の進路を実現し、社会に羽ばたいていけるよう最善を尽くします。

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

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

東京都立小山台高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間20日

最寄駅
東急目黒線　武蔵野小山駅から徒歩０分 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

小山台高校は、旧府立第八中学校を前身とする創立97年目を迎えた伝統校。　
平成19年に教育委員会から「進学指導特別推進校」に指定、国公立大学へ100
名を超える生徒が合格、部活動や学校行事も大変盛んな文武両道の学校です。

③設置学科 普通科
④市区町村 品川区
⑤電話番号 03-3714-8155
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東京都立新宿高等学校 週日数 土曜授業実施校　年間18日

最寄駅
新宿駅（JR甲州街道改札・東南口より徒歩４分）。東京メトロ丸の内
線「新宿三丁目」駅、徒歩４分。東京メトロ副都心線、徒歩３分。

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

校是「全員　指導者たれ」のもと、次代を担うたくましいリーダーを育てるよ
う「自主・自立・人間尊重」を柱に文武両道の全人教育活動を実践している。
土曜授業、週末課題、補習・講習、勉強合宿も充実し、教育環境は整っている。

③設置学科 普通科
④市区町村 新宿区
⑤電話番号 03-3354-4402

東京都立新宿山吹高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
東京メトロ有楽町線　江戸川橋駅　　東西線　早稲田駅又は神楽坂駅
都営大江戸線　牛込柳町駅

①種　　別 共学校
②教育課程 定時制、通信制

本校は、都立最初の単位制高校です。自分で好きな時間割を作ることができま
す。無学年制の学校なので、自分のペースで学習できます。また、都内で唯一
の情報科があり専門教科「情報」が総合的に学べます。

③設置学科 普通科、情報科
④市区町村 新宿区
⑤電話番号 03-5261-9771

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」下車徒歩５分、都営大江戸線「森下」下車徒歩15
分　東京メトロ半蔵門線「住吉」下車徒歩15分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

『クルマづくりに家づくり。機械づくりに電気工事。技術者になりたい生徒、
墨工へ来たれ。』　本校は120年の伝統を持つ、資格取得のべ800件、就職率
100％の工業高校です。卒業生は「技術者」として各方面で活躍しています。

③設置学科 工業科
④市区町村 江東区
⑤電話番号 03-3631-4928

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
ＪＲ総武線亀戸駅・東武亀戸線亀戸駅・都営地下鉄新宿線西大島駅 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

生徒は「妥協なき文武両道」を合言葉として学習・進路実現・行事・部活動の
全てにおいて高い目標を掲げて努力しています。生徒たちの学校に対する満足
度は非常に高く教員と保護者が一丸となって生徒の夢の実現をサポートします。

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

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
東武線・地下鉄半蔵門線　東向島駅・曳舟駅
京成線・都営浅草線・京急線　曳舟駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

①部活と勉強に共通する伸びる学び方を身につけます（文武不岐）。②体育祭
応援団をはじめ、文化祭・合唱祭、伝統の三大行事が学校を盛り上げます。
③進学重視型単位制高校の豊富な授業選択で多様な進路決定に対応します。

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

東京都立芝商業高等学校 週日数 週休２日制

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

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

企業や地域とコラボレーションをし、商品開発や街づくりへの参加などビジネ
スにおけるより実践的な授業や活動に取り組んでいます。卒業後の進路に向け
て一人ひとりに丁寧な進路希望選択のサポートをしていきます。

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

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／千川駅　徒歩８分
西武池袋線　江古田駅徒歩12分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

『伝統と新生　一段高い意識を育む』本校は昭和１１年に開校し、８４年の伝
統を誇ります。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。令和２年度より制服を一新、令和３年度秋には新校舎が完成します。

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

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

本校では家庭学習の定着と「分かる授業」の実践を目標とした丁寧な指導を行っ
ています。昨年度は４年制大学を中心に進路実績を伸ばす事ができました。進路
選択の中で『夢への架け橋日本橋高校』を選択肢の１つとして考えてみて下さい。

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

東京都立竹台高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ・京成・日暮里舎人ライナー　日暮里駅　徒歩８分
ＪＲ鶯谷駅　徒歩６分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

創立80周年を迎える歴史ある学校です。英語では習熟度別授業を行い、毎年１
学年はＴＧＧに参加します。吹奏楽部は毎年都大会で優勝しています。令和２
年度から新制服になりました！！令和３年７月新校舎が完成します！！

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

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

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・京王線　渋谷駅
東急東横線　代官山駅・中目黒駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

大学・短大、専門学校進学も就職も可能な進路指導の充実。渋谷駅から徒歩十
五分程の通学に至便な立地。ビジネス科として充実した学習が行える教育環境
と豊富なＩＴ機材を備え、意欲をもって臨める学校。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
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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３番出口より徒歩８分
都営地下鉄大江戸線・月島駅10番出口より徒歩８分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

令和２年度から海外学校間交流推進校の指定を受けました。専門科目も普通科
目も学べ、自分で科目を選んで時間割をつくることができる進学型の総合学科
です。未来社会であなたの個性を発揮するための探求活動を用意しています。

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

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

校訓「学道不二」の下、全国レベルの弓道部など、部活動を通じてあきらめな
い力を養っている。学習面では特進クラスを設置するなど集中できる環境が用
意されている。入試では特別推薦（サッカー、ラグビー）を実施している。

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

東京都立広尾高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ恵比寿駅西口下車・東京メトロ日比谷線恵比寿駅２番出口下車、
徒歩１０分。渋谷駅徒歩２０分。東急東横線代官山駅徒歩１５分。

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

広尾高校は交通至便の地にあり、様々な地域から生徒が集っています。１学年
５学級の小規模校で生徒と教職員の距離も近く、きめ細かな学習・進路指導が
充実しています。部活動も活発で、近年は進学実績も大きく向上しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 渋谷区
⑤電話番号 03-3400-1761

東京都立八丈高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ＡＮＡ　八丈島空港から徒歩２０分 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

本校は八丈島にある学校です。船舶のほか、羽田空港から飛行機が１日３便あ
り、都内へは５５分で行くことができます。ハワイへの語学研修、進路指導も
充実しています。校舎から山や海が臨める環境で、一緒に学んでみませんか。

③設置学科 普通科・併合科（園芸・家政）
④市区町村 八丈島
⑤電話番号 04996-2-1181

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総武快速線馬喰町駅徒歩３分、JR総武線・都営浅草線浅草橋駅徒歩
７分、都営新宿線馬喰横山駅徒歩４分、JR総武線秋葉原駅徒歩13分

①種　　別 共学校
②教育課程 定時制（三部制・単位制）・通信制

朝、昼、夕方の３つの登校時間と４５分４時間授業で無理なく通学でき、自分
に合う多様な選択科目を受講して３年間でも卒業できます。自由な校風の中、
一人一人を尊重する進路指導で自分らしさを生かし、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

東京都立白鷗高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間18日

最寄駅
新御徒町駅より徒歩５分　稲荷町駅より徒歩６分
御徒町駅より徒歩10分　上野駅より徒歩15分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本年度より、国際色豊かな学校づくりがスタートしました。これまでの日本の
伝統文化教育で日本人としての誇りを育て、ダイバーシティ教育で多様性を尊
重する人材を育てていきます。最終的に世界で活躍するリーダーを育てます。

③設置学科 普通科
④市区町村 台東区
⑤電話番号 03-3843-5678
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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
押上駅（半蔵門線、京成押上線、都営浅草線）　徒歩７分
曳舟駅（東京スカイツリーライン、東武亀戸線）　徒歩１０分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

近年、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・冬期の講習、オンライン個別学習などを実施し、基礎の徹
底・受験学力の強化に取り組む他、探究学習にも力を入れている学校です。

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

東京都立南葛飾高等学校 週日数 週休２日制

最寄駅
京成線「京成立石」駅徒歩８分、「お花茶屋」「青砥」駅徒歩各10分
京成バス「葛飾区役所前」、都営バス「白鳥１丁目」徒歩各３分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

南葛は皆さんの「よさ」を認め、「よさ」を伸ばします。「わかる喜び」を実
感できる学習環境。難関大学から就職まで第一志望実現を支援する進路指導。
体育館も含めた冷暖房完備の新校舎。是非来校されて直接感じてください！

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

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

東京都立文京高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間20日

最寄駅
ＪＲ山手線・大塚駅徒歩７分　都電荒川線・巣鴨新田徒歩１分
都営三田線・西巣鴨徒歩15分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

文京生のスローガンは「夢を叶える通り道ー努力の汗・感動の涙・僕らの本気
が文京にある」約千人の生徒が勉強に行事に部活動に全力投球！80年の伝統を
受け継ぎながら新しい文化を創っていく、活気に溢れた学校です。

③設置学科 普通科
④市区町村 豊島区
⑤電話番号 03-3910-8231

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」「自主自律」を教育理念に掲げる、明るく活気のある学校です。
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。ＨＰで学校の様子も掲載しているので、是非ご覧ください。

③設置学科 普通科
④市区町村 江戸川区
⑤電話番号 03-3878-3021

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

外国語コース、特進クラス（２年以上）の設置により進学実績を上げています。
また、海外研修も実施しています。部活動は文化系・運動系の32団体があり、
高い志での大会出場や、特色を生かして地域に貢献する活動をしています。

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
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東京都立六本木高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
日比谷線「六本木駅」出口１Ｃ　７分・大江戸線「麻布十番駅」出口
７　８分・南北線「麻布十番駅」出口４　９分

①種　　別 共学校
②教育課程 定時制

独自の講座が多数。施設も天文台、福祉室、演劇室など充実。教育相談体制も
整備。今まで自己の能力や適性を十分に発揮できずにいたが、活動や体験を通
じて将来の目標実現に向かって学びたい人を支援するチャレンジスクールです。

③設置学科 総合学科
④市区町村 港区
⑤電話番号 03-5411-7327

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総武線、東京メトロ半蔵門線・錦糸町駅徒歩５分　都営地下鉄新
宿線　住吉駅・菊川駅徒歩10分　都営バス停留所　江東橋徒歩１分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

本校は、今年で１２０年を迎える伝統校です。「自律自修」を教育方針とし、
自ら考え、学び、行動できる人を育てます。質の高い教育活動から、高い「
志」を実現する学校、「リーダー」を育成する学校です。

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

青森山田高等学校 週日数 週休２日制

最寄駅
青森駅 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

青森山田高等学校では「誠実・勤勉・純潔・明朗」の４つの校訓を掲げ、また
社会で自立して活動していくための「学力の３要素」を磨き、厳しい時代を乗
り越え、新たな価値を創造し、自らの未来を切り拓いていく人材を育てます。

③設置学科 普通科・情報処理科・
自動車科・調理科

④市区町村 青森市
⑤電話番号 017-739-2001

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

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
京成小岩駅
ＪＲ小岩駅

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

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
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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
京成江戸川駅

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

普通科は難関私大を目指すⅡ類、国公立大学を目指すⅢ類、そして英語科に分
かれ進路目標に応じた対策が可能。新しい入試制度に対応できるカリキュラム
編成です。オンライン英会話を導入するなど英語教育に重点を置いています。

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

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

神田女学園高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
ＪＲ総武線・都営三田線「水道橋駅」徒歩５分
東京メトロ半蔵門線・都営三田線・新宿線「神保町駅」徒歩５分

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

「ダレカのために」「シャカイのために」そして、「ジブンのために」
「深い知識と広い教養を身につけた品格ある個人」へと成長する
神田女学園とは、『革新的女子教育校』である。

③設置学科 普通科
④市区町村 千代田区
⑤電話番号 03-6383-3751

関東国際高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ新宿駅西口より徒歩１７分　京王新線初台駅徒歩８分
都営大江戸線西新宿駅徒歩５分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

国際高校として、グローバルな人材を育てるため、常に一歩先を行く教育を目
指して進化しています。渋谷キャンパスにはグラウンド、カフェテリアなど、
最新かつ快適さを備えた学習環境が整っています。

③設置学科 普通科・外国語科
④市区町村 渋谷区
⑤電話番号 03-3376-2244

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。都営新宿線／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

個性に合った進路を実現します。温もりのある学校生活を実践しています。習
熟度別クラス編成だから、基礎から大学進学まで大丈夫。多くの生徒が複数の
資格を取得しています。資格・検定合格は、頑張った証し、自信がつきます。

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

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
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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

全日制に併置された通信制高校です。数少ない東京都認可の通信制高校として、
安心して学ぶことができるアットホームな学校です。オリジナルコースとスタ
ンダードコースがあり、通学スタイルも自分で選ぶことができます。

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

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

京華女子高等学校 週日数 ６日制

最寄駅
都営三田線「千石」徒歩５分　東京メトロ南北線「本駒込」徒歩８分　　
JR山手線「巣鴨」徒歩15分　東京メトロ千代田線「千駄木」徒歩18分

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

アクセス抜群。趣のある校舎。小規模な学校。アットホームな雰囲気。バリエ
ーション豊富な制服。多くの体験型行事。充実した留学制度。きめ細やかな学
習指導。活発なクラブ活動。京華女子高等学校はそんな学校です。

③設置学科 普通科
④市区町村 文京区
⑤電話番号 03-3946-4434

京華高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
▶千代田線＝千駄木団子坂出口徒歩１８分　▶南北線＝本駒込１番出
口徒歩８分　▶三田線＝白山Ａ１出口徒歩３分

①種　　別 男子校
②教育課程 全日制

男子は女子に比べ緩やかな成長曲線を描く傾向にあります。京華は、男子校と
いう環境を最大限に活かした次世代型男子教育で、学力と人間力をバランスよ
く伸ばし、グローバル社会を牽引していく優れた人材を育成していきます。

③設置学科 普通科
④市区町村 文京区
⑤電話番号 03-3946-4451

錦城学園高等学校 週日数 土曜授業実施校

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

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
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京華商業高等学校 週日数 土曜授業実施校／毎週

最寄駅
都営地下鉄三田線　白山駅下車徒歩３分　　東京メトロ南北線本駒込
駅徒歩８分　　千代田線千駄木駅徒歩18分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

資格で決める。進学！就職！京華商業高等学校の特徴は、「資格取得」です。
実務的な資格ばかりなので進路にも活かされ、進路実現率も９８．８％です。
普通科ではできない、身近な目標に取り組める共学の商業高校です。

③設置学科 商業科
④市区町村 文京区
⑤電話番号 03-3941-6493

国府台女子学院　高等部 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
総武線市川駅　徒歩12分
京成本線市川真間駅　徒歩５分

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

普通科と英語科のどちらも特徴ある教育を行っています。普通科はコース制を
採り入れ、英語科は外国人担任制のもと国際性豊かな人格を育成しています。
生徒の学力は入学時から卒業時まで着実に伸び、進学面も大変好調です。

③設置学科 普通科・英語科
④市区町村 市川市
⑤電話番号 047-326-8100

品川エトワール女子高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ京浜東北線・東急大井町線・りんかい線「大井町」駅徒歩６分
京浜急行線「青物横丁」駅徒歩２分

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

３駅４路線を利用可能で都内のどこからでもアクセス抜群の立地です。個性を
伸ばす５つのコースで、語学力やイラストなどのクリエイティブな分野など進
路に合わせて学ぶことができます。また国際交流プログラムも充実しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 品川区
⑤電話番号 03-3474-2231

滋慶学園高等学校 週日数 土・日にスクーリング有／
年間10日程度

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。学力不安を個別の学び直しサポートで解消できます。
全国８０を超える教育機関で専門力を育成するグループの利点を活かし、『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 0120-532-304

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校に応えら
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

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
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品川翔英高等学校 週日数 ６日制

最寄駅
○西大井駅（徒歩６分）JR横須賀線・総武線快速　JR新宿湘南ライン　相鉄線
○大井町駅（徒歩12分）JR京浜東北線　東急大井町線　りんかい線

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

「品川から　世界へ　未来へ　英知が飛翔する」のキャッチフレーズの元、
２０２０年４月、品川翔英高等学校は、新しく共学校としてスタートしました。
「自主性、想像力　貢献する心」を育てる明るく爽やかな校風の学校です。

③設置学科 普通科
④市区町村 品川区
⑤電話番号 03-3774-1154

修徳高等学校 週日数 土曜授業実施校／通年

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

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

昭和学院高等学校 週日数 土曜授業実施校（毎週実施）

最寄駅
JR総武線・都営新宿線「本八幡」駅　京成本線「京成八幡」駅　徒歩約15分
もしくはバス約５分　JR総武線快速「市川駅」バス約10分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

みんなでつくる！みんなで進む！令和の昭和Ｐｒｏｊｅｃｔ。創立８０周年を
迎えた今年、５つのコース制がスタート。また制服もリニューアル、多彩な
バリエーションが高校生活を彩ります。ともに新しい昭和学院を創造しよう。

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

淑徳巣鴨高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
都営三田線「西巣鴨」徒歩３分　ＪＲ埼京線「板橋」徒歩10分
都営バス「掘割停留所」徒歩０分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

「感恩奉仕」の校訓のもと、「おかげさま」の心を大切にしながら自身の目標
を達成できるようコース制を設けております。目標に応じてコース選択をし、
行事や部活動にも存分に力を注ぐことができます。

③設置学科 普通科
④市区町村 豊島区
⑤電話番号 03-3918-6451

淑徳SC高等部 週日数 土曜授業実施校／毎週実施

最寄駅
東京メトロ丸ノ内線・南北線　後楽園駅
都営三田線・大江戸線　春日駅

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

淑徳SCは創立128年を迎え、女子＝少人数教育を一貫としています。来年度か
ら、必修科目＋自分の希望進路に合わせた授業選択が可能となるオーダーメイ
ドカリキュラムを導入し、少人数を活かして一人ひとりの夢の実現を図ります。

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

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

東京インターハイスクール 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ渋谷駅から徒歩５分 ①種　　別 共学校

②教育課程 通信制

米国ワシントン州公認アルジャー高校の日本校で米国の高卒資格を取得します。
英語でも日本語でも学習できるので、単位科目として日本の高卒認定資格を取
得して日米２資格を持つ多くの卒業生が、日本の大学に進学しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 渋谷区
⑤電話番号 0120-327-181

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（総合的な探究の時間と土曜講座）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

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

他の私立高校にはない小規模校として、生徒一人ひとりの個性や特性に応じた
教育活動を行っています。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

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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東京家政学院高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間29日

最寄駅
ＪＲ総武線・有楽町線・南北線・都営新宿線「市ヶ谷駅」、半蔵門線
「半蔵門駅」、東西線「九段下駅」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、希望の進路を叶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 03-3262-2559

東京学館浦安高等学校 週日数 土曜授業実施校／年間22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

様々な個性をもつ生徒の学力向上、希望進路実現のためにコース制を導入し、
充実した課外授業等を実施しています。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、非常に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

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
東西線・半蔵門線・都営新宿線の九段下駅徒歩６分
総武線・東西線・有楽町線・南北線・大江戸線の飯田橋駅徒歩１５分

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

今までも、これからも、勉強・部活・行事の「三兎」を追う生徒を応援し続け
ます。都心にありながらも緑豊かな九段の地で、併設中学校のない大学付属の
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

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

東洋高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
ＪＲ中央・総武線・都営三田線「水道橋駅」、南北線・丸ノ内線「後
楽園駅」、都営新宿線・半蔵門線・都営三田線「神保町駅」

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

ＪＲ水道橋駅前にある地上１３階、地下２階の校舎を持つ共学校です。目標進
路に向けて３コース制を設置しています。勉強に限らず、部活動や学校行事に
も全力で取り組む生徒が多く、生徒の希望進路を教師が全力で応援します。

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

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
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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

最寄駅
京王線・井の頭線「明大前駅」 ①種　　別 女子校

②教育課程 全日制

令和３年度より、大学進学を視野に入れた特別進学コース、幅広い進路選択が
可能なキャリアデザインコース（２年次から進学、スポーツ、ダンス、ヒュー
マンケアの４コース）に改編。自己の再発見と学びなおしの徹底を図ります。

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

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、進学コース、体育コースの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、多くの部活動が
世界大会や全国大会、そして関東大会の常連として活動しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 大田区
⑤電話番号 03-3759-3291

不二女子高等学校 週日数 週休２日校

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

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

本校は、１学年４クラス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

日本大学習志野高等学校 週日数 土曜授業実施校／毎週

最寄駅
東京メトロ東西線直通東葉高速鉄道「船橋日大前駅」西口徒歩５分 ①種　　別 共学校

②教育課程 全日制

生徒一人ひとりの志望に対応するカリキュラム・コース設定で、国公立や難関
私大への現役進学者が多数。高大連携教育も盛んで、日大理工学部の単位を取
得できるコースもあり。江戸川区からも毎年多くの入学生を迎えています。

③設置学科 普通科
④市区町村 船橋市
⑤電話番号 047-469-5555

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 ①種　　別 特別支援学校  男子校

②教育課程 全日制

本校は平成29年４月に開校した全寮制の男子校です。江戸川区出身の生徒も在
学中です。オホーツクの大自然の中で、スポーツ・労作・情操の三教育を柱と
して特色ある教育を行っています。今年度は８名の都内出身者が学んでいます。

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

日本体育大学柏高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
ＪＲ常磐線「柏駅」、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

本校は、「健康と信用は最高の宝である」を建学の精神として、文武両道を掲
げ「スポーツの盛んな進学校」を目指してきました。進学実績、部活動・クラ
ブ活動実績ともに好調で、今年度はさらなる理想を求めて前進します。

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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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・東京メトロ南北線駒込駅徒歩５分
ＪＲ山手線・都営三田線巣鴨駅徒歩５分

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

国際バカロレア校、アオバジャパンインターナショナルスクールと教育提携し
ました。本校が９７年間、蓄積してきた教育手法と、国際標準の最先端の教育
手法を合わせ持つ、ハイブリッドな教育内容を実践することが可能になります。

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

学校法人佐藤学園　ヒューマンキャンパス高等学校 週日数 週休２日校

最寄駅
秋葉原学習センタ－…ＪＲ秋葉原駅／新宿学習センタ－…ＪＲ新宿 
駅／東京（高田馬場）学習センタ－…ＪＲ・西武線高田馬場 駅

①種　　別 共学校
②教育課程 通信制

高校卒業と同時にメイクやイラスト、声優など将来の夢に繋がる専門分野も学
べます。進学希望の方にはAI大学進学コースも。登校日数も自分のペースで選
べるので安心。同じ目標を持った仲間と充実した高校生活が待っています。

③設置学科 普通科
④市区町村 沖縄県名護市
⑤電話番号 0120-06-8603

保善高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
ＪＲ山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場駅」徒歩８分　　
東京メトロ副都心線「西早稲田駅」徒歩７分

①種　　別 男子校
②教育課程 全日制

中学校を併設せず、大学附属校でもない本校は、内部進学者がいないため、全
員が同じスタートラインに立って高校生活を始めることができます。特にきめ
細やかな進路指導で、３年間でしっかりと答えを出す「単独男子校」です。

③設置学科 普通科
④市区町村 新宿区
⑤電話番号 受験相談フリーダイヤル

0120-845532

武蔵野大学附属千代田高等学院 週日数 毎週土曜授業実施校

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

２０２０年度より全コース男女共学化。「生徒一人ひとりの学びの多様性を大
切にする」という千代田のコンセプトはそのままに、新しい教育にチャレンジ
し、様々な問題に自分事でアプローチできる世界市民の育成を目指します。

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

目黒日本大学高等学校 週日数 土曜授業実施校

最寄駅
ＪＲ・地下鉄南北線・都営三田線・東急目黒線の４路線が乗り入れる
目黒駅

①種　　別 共学校
②教育課程 全日制

２０１９年４月より、日本大学の付属校として新たにスタートしました。 ③設置学科 普通科
④市区町村 目黒区
⑤電話番号 03-3492-3388

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
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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　

目白研心高等学校 週日数 毎週土曜授業実施校

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

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。令和２年度より選択科目授業がスター
ト。生徒の視野を広げ、進路選択に活かすことを目的としています。

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

和洋国府台女子高等学校 週日数 土曜授業実施校／週6日制

最寄駅
ＪＲ市川駅北口京成バス①番約10分「和洋女子大前」下車
京成本線「国府台駅」徒歩９分

①種　　別 女子校
②教育課程 全日制

女子だけの環境の中、知と心をバランスよく伸ばし、自分の軸を作っていくと
いう教育理念「凛として生きる」が自慢です。自分らしい生き方ができるよう
「和洋コース」「特進コース」「進学コース」の３コースを用意しています。

③設置学科 普通科
④市区町村 市川市
⑤電話番号 047-371-1120
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186×268mm

中３・高３の受験生を応援します!!

なんと
返済不要!

塾代・受験料を
無利子で貸付

入学すれば

・利用に際しては収入等の要件があります。
・2018年度 江戸川区償還免除実績99％

• 塾代　200,000円
• 受験料(上限）
（中3）27,400円
（高3）80,000円

 申込締切日：令和３年１月末

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会相談窓口

《受験生チャレンジ貸付担当》 TEL 03(5662)7638

利用に際しては収入等の要件があります。返済が必要な貸付制度です。
随時受付しています。 

❶ 入学金・授業料の貸付「教育支援資金貸付」

順調に得ていた就労収入が、コロナウイルスの影響で減収した場合の生活費貸付。
申請締切9月下旬。

❷ コロナウイルスの影響で仕事の収入が減収した世帯への特例貸付

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会相談窓口

《生活福祉資金貸付担当》 TEL 03(5662)5587

こんなお悩みはありませんか？ 

「都立でなく私立高校に進学だと
　　　　　　　　　　　　入学金等が大変…」※① 
「コロナの影響で収入が減り生活が苦しい…」※② 
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代表取締役  島村和実

〒134-0084
東京都江戸川区東葛西5-23-18

TEL  03-3687-9691
https://yumeko-bo.jp
contact@yumeflower.jp

店舗内装・住宅リフォーム・
ディスプレイ・壁面グリーン・
フラワーアレンジメント・
観葉植物レンタルリース

 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

江戸川区西葛西6-22-18京葉鈴木ビル2階
03-5628-6120（大代表　本社：江東区）
担当者不在時は折り返しのご連絡となります

訪問看護ステーション アオアクア
西葛西サテライト

江戸川区、江東区、墨田区で医療・介護・福祉のお仕事をしています。
訪問看護・リハビリ（看護師・理学療法士・作業療法士・言語
聴覚士）・ケアマネジャー・福祉用具専門相談員と様々な職種
が働いています。

お電話一本で様々な
医療・介護・福祉の
無料相談をいたします。

Ｑ.どんな病気を見ているの？

人の役にたつお仕事は
とてもやりがいがあっていいですよ。
一緒に働いてくれる方も随時募集してます。

なんだか困った。

助けてほしいな。
どこに相談して
いいか分からない。

何を聞いていいのか
わからない。

○難病、認知症、小児、身体障がい、発達障がいのある方、
　介護認定の方々が対象です。
○疼痛、終末期医療、予防医療、入浴介助、床ずれなどの処置
○生活動作、歩行練習、飲み込み、言語訓練などのリハビリ
○様々な在宅サービスの紹介・調整
○介護生活に便利な福祉用具の提案・調整
などのお仕事をしています。
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江戸川支部

Create the future

代表取締役  川 手 文 男

〒133‒0073 東京都江戸川区鹿骨５－５－16

ＴＥＬ ０３－３６７７－４４５５

設備一式工事

有限会社 川手設備

空気調和設備工事
給排水・給湯・衛生設備工事

ガス配管設備工事
その他配管工事含む
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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

シグマバンクグループ

葛西支店

｢心のメインバンク」を
目指します !

江戸川区東葛西５丁目45番３号

TEL 03-3680-3521

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〒132-0034 東京都江戸川区小松川4-98 

TEL：03(3681)3474 FAX : 03(3683)0354 
mail : info@edokita.or.jp   
 

 

 

法人会 
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医療法人財団　京映会

京橋クリニック
理事長　高山　学
〒133-0065
東京都江戸川区南篠崎町2-40-3
ＴＥＬ 03（3677）８１２１
ＦＡＸ 03（3677）８１２３
URL  https://www.kyoubashi.com
E-mail  info@kyoubashi.com

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。
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186×132mm／2分の1

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

当社は、コロナ対策として、自社でマスクを製作配布、定時消毒などの取組みを行い
感染予防に努めております。皆様も「新しい生活様式」に対応して、
3密を回避しましょう。東亜物流(株)は頑張る皆様を応援いたします。

すべては、患者様の為に

「痛くない・疲れない・抜かない」をモットーに
年中無休診療のこばやし歯科クリニック

� � � � � � ��� � � � � � � � � � � � �

〒132-0021 東京都江戸川区中央4-11-8 4F Tel. 03-3651-7567
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ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO27001:2013

認証取得
認証取得
認証取得

014

おかげさまで創業45年。
地元（江戸川区）を中心に幅広い建築を、
真面目に丁寧に、を心掛けております。

TEL 03-3698-0825 FAX 03-3698-3283
〒132－0003 東京都江戸川区春江町 2－5－9

一級建築士事務所

葛西建設株式会社
代表取締役　矢作  文弘
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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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186×132mm

Seki tora  Group
関寅グループ

有限会社  関 寅 商 事

〒134-0088　江戸川区西葛西４－２－３
TEL 03-3680-3888
http://www.sekitora.co.jp

取締役会長　関 口 隆 雄
代表取締役　関 口 光 治

■不動産の総合商社

〒134-0088　江戸川区西葛西４－２－３

有限会社  セキトラコーポレーション
代表取締役　関 口 光 治

■ビル・建物の総合管理

株式会社  関  寅

〒134-0088
江戸川区西葛西４－２－３

代表取締役　関 口 光 治

■コンサルタント業

https://npo-lh.com/https://npo-lh.com/
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186×268mm
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〒132-0024　東京都江戸川区一之江7-65-28　TEL：03-3656-0064　代表取締役　菊池雄二

186×268mm
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186×268mm
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保育体験してみませんか？
お問い合わせはこちらまで！ ☆子どもが大好きな方

☆英語に興味がある方
大歓迎です！

中学生、高校生のみなさんへ
あなたの将来の「何か」がきっと変わる！

〒132-0014
東京都江戸川区東瑞江3-55-18
ﾙﾈｻﾝｽ瑞江ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ304

見学申し込み、エントリーの
QRコードはこちら！

※昨今の情勢により、募集受付時期を
変更または中止する場合があります。

186×268mm
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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

特待生制度あり特待生制度あり

〒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

入学案内書無料送呈

（モバイルからもアクセスできます）
https://www.risshisha.ed.jp/立志舎高校

●学校説明会・体験ゼミ学習・個別相談会●学校説明会・体験ゼミ学習・個別相談会
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・授業見学はいつでもできます。●入学相談・授業見学はいつでもできます。

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

〈普通科〉〈普通科〉平日コース（特進・進学・普通）土曜コース
平日コース（特進・進学・普通）
土曜コース

令和2年度より
選択科目授業スタート

過去の成績より、これからのやる気を重視して
面接・作文のみで入学選考をいたします。

出欠席、成績で不安のある方や外国籍で
日本語が不安な方もご相談下さい。

立志舎高校 広告 4C　 （横91mm×縦132mm）

“一人ひとりを大切に”

不二女子高等学校
学校法人 奥野木学園

プレ説明会

学校説明会
10時５日(土)９月

回

10時31日(土)10月１

10時７日(土)11月２

10時14日(土)11月３

10時21日(土)11月４

10時28日(土)11月５

10時５日(土)12月６

10時12日(土)12月７

※プレ説明会・学校説明会は、
　ホームページからお申込み
　ください。

〒272-0021
千葉県市川市八幡4丁目5番7号

047-333-6345
047-334-3451
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186×132mm／2分の1

横 186mm × 縦 132mmらいおんはーと
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5352

 
 

正則学園高等学校 
入試説明会 
11/7 11/28 12/5 

詳細は本学園の HPにて 

186×268mm
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2021年度高校入試学校説明会

●全日程で個別相談コーナーを設置します

 9月 12日 （土）10：00～、14：30～
 10月 3日 （土）10：00～、14：30～
 10月 24日 （土）14：30～

11月 14日 （土）14：30～
 11月 28日 （土）14：30～

予約申込方法など詳細は、
本校ホームページをご覧ください。

学校説明会・オープンキャンパス・
個別相談会は事前予約制です

要予約 安田祭《文化祭》

10月 31日 （土）  9：00～15：00
 11月 1日 （日）  9：00～15：00
●入試相談コーナーを設けています個別相談会

 12月 5日 （土）  9：00～
要予約

オープンキャンパス

 7月 25日 （土）13：00～
要予約

 安田学園高等学校
【自学創造】 自ら考え学び、創造的学力・人間力を身につけ、グローバル社会に貢献する

Ｓ特コース 東大など最難関国立大を目指す 特進コース 難関国公立大・早慶上理を目指す 進学コース GMARCH・中堅私大を目指す

〒130ｰ8615 東京都墨田区横網2ｰ2ｰ25
      0120ｰ501ｰ528（入試広報直通）

▲

JR総武線「両国駅」西口徒歩6分  

▲

都営・大江戸線「両国駅」A1口徒歩3分  

▲

都営・浅草線「蔵前駅」A1口徒歩10分
安田学園 検索

◉東京大学（2）
◉防衛医科大学校（1）
◉一橋大学（1）
◉筑波大学（2）
◉千葉大学（10） ほか

46 名
合格

国公立大学
◉早稲田大学（15）
◉慶應義塾大学（13）
◉上智大学（12）
◉東京理科大学（18）
◉ICU（1）

59 名
合格

早慶上理ICU
◉明治大学（49）
◉青山学院大学（23）
◉立教大学（25）
◉中央大学（30）
◉法政大学（52） ほか

204 名
合格

GMARCHレベル

最先端の、その先へ

2020年大学合格実績
東京大学 現役2名合格

186×268mm
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ACCESS
●JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線 
「大井町」駅 東口下車 徒歩約6分
●京浜急行線(京成線・都営地下鉄浅草線直通)
「青物横丁」駅下車 徒歩約2分

https://www.etoile.ed.jp/
〒140-0004 東京都品川区南品川5-12-4
TEL:03-3474-2231(代表)　FAX:03-3474-2228

エトワールの

入試情報は

Line お友達登録で！

186×268mm
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186×268mm

日程、実施形態などを変更する可能性があります。
詳細は本校ホームページでご確認ください。
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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

82
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関東圏の通学コースキャンパス：代々木、御茶ノ水、立川、池袋、横浜、横浜金港、大宮、千葉、柏

過去の講師実績：田原総一朗
（ジャーナリスト）、夏野剛（実業
家）、吉藤オリィ（ロボットコミュ
ニケーター）、時雨沢恵一（小説
家）、伊東歌詞太郎（シンガーソ
ングライター）

通学コース オープンキャンパス開催
都内会場

代々木・御茶ノ水・池袋・立川キャンパス
※日程はN高等学校ウェブサイトをご覧ください。

学校説明会・個別相談などのお申し込み・お問い合わせは、下記フリーコールまたはWEBよりお申し込みください。
N高等学校では14,852名の生徒が全国で学んでいます（2020年4月末の生徒数）

東京都内の通学コースキャンパス：代々木・御茶ノ水・池袋・立川

課題解決型学習プロジェクトN

【受付時間】平日10：00～19：00（土日・祝日・年末年始を除きます）

support@nnn.ac.jp https://nnn.ed.jp/

186×268mm
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～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！～
公益財団法人 京葉鈴木記念財団

支援実績　700件　230団体（2019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
観光バス 29人乗り　１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）
（株）石井吉豊エンジニアリング
（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 

【他部門】
京葉ワークユニオン
（株）ＪＰＥＴＳ 
（一社）京葉鈴木政経塾 

【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ジェットマリーナ

【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 

【社員厚生部門】 
社員孝親会

【不動産･金融部門】
大和通商 株式会社
（株）帝国インベストメント

【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

【＊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。】 

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｡
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