
家庭の事情で学校に通えなかった方
あきらめずに前に進んでほし
い。私の初めての学校は「夜間中
学」でした。全てが新鮮、毎日が
発見の日々。一生は一度っきり。
学べる時間も多くはありませ
ん。夜間中学に通って、学校を好
きになってみて下さい。 30代・日本人（卒業生）

夜間中学のご案内夜間中学のご案内
あなたも通ってみませんか？

「今からでも学びたい」
前向きな気持ちに応える中学校があります

夜間中学に通ってみたい場合
まずはお住まいの市区町村の教育委員会もしくは
お近くの夜間中学までお問い合わせください。
授業見学や体験授業を実施している夜間中学もあります。

各教育委員会や学校のホームページへは文部科学省のホームページからアクセス
してください。（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/yakan/1364960.htm） 
文部科学省　初等中等教育局　初等中等教育企画課　教育制度改革室　03-6734-2007

夜間中学について聞いてみました
Ｑ　夜間中学の好きなところは？
とにかく先生方がやさしくて、ていねいに
教えてくれます。
Ｑ　一番思い出に残っていることは？
運動会、移動教室、修学旅行。
Ｑ　卒業したらやりたいことは？
目前の目標としては高校進学。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
毎日を充実させてくれる要素。

戦後の混乱期に学校に通えなかった方

これから入学しようかどうか迷っ
ているのでしたら、迷わずすぐに
入学する事をすすめます。いろい
ろな国から来ている人たちばかり
ですからとにかく楽しいですよ、
人生年をとってもいつも青春。

ひるまかいごのしごとをしていますの
で、やかんちゅうがくでべんきょうして
います。ゆめをもっているかた、レベル
アップしてスポーツとべんきょうがで
きます。ねんれいはかんけいありませ
ん。あんしんしてべんきょうをたのしめ
るので、ぜひみなさんいきましょう。

80代・日本人（在校生）

夢を追いかけて来日された方 Ｑ　今一番頑張っていることは？
しごとやりながら、よるべんきょうしています。
Ｑ　一番勉強になったことは？
かんじです。日本のすばらしいところもた
くさんべんきょうしました。
Ｑ　将来の夢は？
かいごふくししです。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
2ｎｄ Ｈｏｍｅ、ふるさとです。　

Ｑ　今一番頑張っていることは？
高校に入るために、毎日一生懸命勉強しています。
Ｑ　一番勉強になったことは？
一生懸命勉強して、数検準２級と英検準２級を取りました。
Ｑ　将来の夢は？
私は将来高校教師になり、社会にやくだつ生徒達に育てたいです。
Ｑ　入学して良かったと思うことは？
沢山の国の人と友達になり、いろいろな年齢の人と話ができます。  

や ちゅうがくかんや きちゅうがくかん かよ

す し く ちょう きょうそん いく
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い いんかい

ば あい

Ｑ　夜間中学の好きなところは？
いくつになっても学べるところ。
Ｑ　卒業したらやりたいことは？
ヘルパーの資格を取ってみたい。健康でいられ
たら高校にも行きたい。心理の勉強もしてみたい。
Ｑ　入学して良かったと思うことは？
毎日が楽しい。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
私が輝ける場所。

Ｑ　夜間中学の好きなところは？
学校全体があたたかくて、「家族」のような感じ。
Ｑ　一番勉強になったことは？
人とのコミュニケーションの大切さ。
Ｑ　将来の夢は？
自分で会社を起こす。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
もうひとつの家。

戦後の混乱期に学校に通えなかった方

私は戦争の為に学校で学ぶ
ことができませんでした。勉
強は若いうちにするべきで
す。今勉強ができるかんきょ
うの方々、こうかいのないよ
うにまなんで下さい。 70代・朝鮮半島出身（在校生）

30代・フィリピン出身（在校生）

私の夜間中学での
生活は充実してい
ると思います。もし
勉強してみたい人
がいたら、是非夜間
中学へ来て下さい。

怪我の為に学校に通えなかった方

10代・日本人（在校生）

千葉県

東京都

神奈川県

京都府

大阪府 兵庫県

奈良県

広島県

岸和田市教育委員会
☎072-423-9607

岸城中学校
☎072-438-6553

大阪市教育委員会
☎06-6208-9187

天王寺中学校
☎06-6771-2757

天満中学校
☎06-6312-8462

文の里中学校
☎06-6621-0790

東生野中学校
☎06-6752-2889

東大阪市教育委員会
☎06-4309-3271

長栄中学校
☎06-6783-0766

布施中学校
☎06-6722-6850

八尾市教育委員会
☎072-924-3891

八尾中学校
☎072-998-9551

守口市教育委員会
☎06-6995-3151

さつき学園
☎06-6991-0637

豊中市教育委員会
☎06-6858-2553

第四中学校
☎06-6863-6744

奈良市教育委員会
☎0742-34-4763

春日中学校
☎0742-62-2629

天理市教育委員会
☎0743-63-1001

北中学校
☎0743-63-5793

橿原市教育委員会
☎0744-29-5912

畝傍中学校
☎0744-24-9460

墨田区教育委員会
☎03-5608-6303

文花中学校
☎03-3617-1562

大田区教育委員会
☎03-5744-1429

糀谷中学校
☎03-3741-4340

世田谷区教育委員会
☎03-5432-2683

三宿中学校
☎03-3424-5255

荒川区教育委員会
☎03-3802-3111

第九中学校
☎03-3892-4177

足立区教育委員会
☎03-3880-5969

第四中学校
☎03-3887-1466

葛飾区教育委員会
☎03-5654-8457

双葉中学校
☎03-3602-7979

市川市教育委員会
☎047-383-9261

大洲中学校
☎047-377-6883

川崎市教育委員会
☎044-844-3722

西中原中学校
☎044-777-2239

横浜市教育委員会
☎045-671-4449

蒔田中学校
☎045-713-9750

京都市教育委員会
☎075-213-5622

洛友中学校
☎075-821-2196

広島市教育委員会
☎082-504-2469

観音中学校
☎082-292-7707

二葉中学校
☎082-262-3599

神戸市教育委員会
☎078-322-5763

丸山中学校西野分校
☎078-736-2521

兵庫中学校北分校
☎078-577-4390

尼崎市教育委員会
☎06-6489-6738

成良中学校琴城分校
☎06-6482-5438

江戸川区教育委員会
☎03‐5662‐1624

小松川第二中学校
☎03-3684-0745

八王子市教育委員会
☎042-620-7339

第五中学校
☎042-642-1635

京都府

大阪府

堺市教育委員会
☎072-228-7436

殿馬場中学校
☎072-221-0755

東京都
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楽しい行事もたくさんあります

夜間中学での生活の一例さまざまな年齢・国籍の生徒が
一生懸命学んでいます

夜
間
中
学
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

□週５日間、毎日授業があります。

□昼間の中学校と同じ教科を勉強します。

□教員免許を持っている公立中学校の先生が教えてくれます。

□全ての課程を修了すれば中学校卒業となります。

夜間中学入学Ｑ＆Ａ
Ｑ１　小学校も休みがちで、夜間中学での勉強についていけるか心配なの
　　　ですが、大丈夫でしょうか…?
　 Ａ． 夜間中学で学んでいる人たちは、それぞれ背景が異なり、学力も一人
　　　一人違いますので、分かるところから学べるよう、習熟度によるクラ
　　　ス編制や補習を行うなど、様々な工夫をして授業が行われています。

Ｑ2　中学校を卒業しているのですが、事情があってほとんど学校には通っ
　　  ていませんでした。もう一度夜間中学で勉強することはできるでしょ
　　  うか…?
　 Ａ． 不登校等の理由で中学校の大部分を欠席していたような場合には、
         入学できる場合があります。お近くの夜間中学やお住まいの地域の
         教育委員会までご相談ください。

総合の学習の時間に、お茶会がありました。とても興味深いも
のでした。お茶はとてもおいしくて、さらに日本の伝統楽器で
ある箏の体験もできました。お茶の先生は更に日本の伝統舞
踊まで演じてくださいました。私たち外国人生徒にとって、今
回のように多様な体験は日本の茶道文化や、伝統的精神を存
分に学べるものでした。

授業で、「あなたを変えた音楽や映画は何ですか。」という問い
に英語で答える活動をしました。私は、音楽の授業で歌った
「マイバラード」を選びました。「心痛む思い　たとえきみを苦
しめても　仲間がここにいるよ　いつもきみを見てる　僕ら
は助け合って　生きてゆこういつまでも」いつもこの歌を歌
うと夜間中学の仲間を思い浮かべるからです。

政府インターネットテレビ

「いまからでも、まなぼう！

公立中学校の夜間学級」

政府広報オンライン
（ラジオ番組「なるほど!!

ニッポン情報局」）

「夜間中学について知ろう」

政府広報オンライン
（お役立ち記事）

「さまざまな事情により、
中学校で勉強することが

できなかった人へ
「夜間中学」を

知っていますか？」

１０代から９０代までみんなクラスメイトです
生徒は義務教育の機会を十分に得られなかった人たちです

昼間働きながら通っている生徒もたくさんいます
入学の動機は「学力をつけたい」「読み書きを学びたい」
卒業生の４分の３が高校進学や就職をしています

現在、夜間中学は8都府県に31校が設置されています

文部科学省では、少なくとも各都道府県に1校は設置できるよう、

様々な支援を行い、設置を促進しています
※夜間中学とは、市町村が設置する中学校において、夜の時間帯に授業が行われる公立中学校の夜間学級のことをいいます。

文部科学省「中学校夜間学級等に関する実態調査（平成26年5月時点）」　

夜間中学も昼間の中学校と同じ
公立の中学校です

参考：「義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場合の対応に関する考え方について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成27年7月30日　初等中等教育企画課長通知）

17：00   登校
17：25   ホームルーム
17：30   一時間目　国語
18：10   給食
18：40   二時間目　英語
19：25   三時間目　家庭科
20：10   四時間目　数学
20：50   ホームルーム
21：00   下校

夜間中学についてもっと知りたい場合

（English）http://nettv.govonline.
go.jp/eng/prg/prg4638.html

（Chinese）http://nettv.govonline.
go.jp/eng/prg/prg4637.html

（Korean）http://nettv.govonline.
go.jp/eng/prg/prg4636.htm

その他　55人
　　　　3.0％

入学した理由

高等学校進学
　182人
　9.8％

職業資格の取得
33人
1.8％

中学校教育の
　修了
　328人
　17.7％（1,849人）

読み書きの習得
　　501人
　　27.1％

日本語会話の
　習得
　498人
　26.9％

中学校程度の
学力の習得
252人
13.6％

　　

学びの中で得たもの

修学旅行学校対抗で楽しむ運動会 文化・学習発表会
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楽しい行事もたくさんあります

夜間中学での生活の一例さまざまな年齢・国籍の生徒が
一生懸命学んでいます

夜
間
中
学
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

□週５日間、毎日授業があります。

□昼間の中学校と同じ教科を勉強します。

□教員免許を持っている公立中学校の先生が教えてくれます。

□全ての課程を修了すれば中学校卒業となります。

夜間中学入学Ｑ＆Ａ
Ｑ１　小学校も休みがちで、夜間中学での勉強についていけるか心配なの
　　　ですが、大丈夫でしょうか…?
　 Ａ． 夜間中学で学んでいる人たちは、それぞれ背景が異なり、学力も一人
　　　一人違いますので、分かるところから学べるよう、習熟度によるクラ
　　　ス編制や補習を行うなど、様々な工夫をして授業が行われています。

Ｑ2　中学校を卒業しているのですが、事情があってほとんど学校には通っ
　　  ていませんでした。もう一度夜間中学で勉強することはできるでしょ
　　  うか…?
　 Ａ． 不登校等の理由で中学校の大部分を欠席していたような場合には、
         入学できる場合があります。お近くの夜間中学やお住まいの地域の
         教育委員会までご相談ください。

総合の学習の時間に、お茶会がありました。とても興味深いも
のでした。お茶はとてもおいしくて、さらに日本の伝統楽器で
ある箏の体験もできました。お茶の先生は更に日本の伝統舞
踊まで演じてくださいました。私たち外国人生徒にとって、今
回のように多様な体験は日本の茶道文化や、伝統的精神を存
分に学べるものでした。

授業で、「あなたを変えた音楽や映画は何ですか。」という問い
に英語で答える活動をしました。私は、音楽の授業で歌った
「マイバラード」を選びました。「心痛む思い　たとえきみを苦
しめても　仲間がここにいるよ　いつもきみを見てる　僕ら
は助け合って　生きてゆこういつまでも」いつもこの歌を歌
うと夜間中学の仲間を思い浮かべるからです。

政府インターネットテレビ

「いまからでも、まなぼう！

公立中学校の夜間学級」

政府広報オンライン
（ラジオ番組「なるほど!!

ニッポン情報局」）

「夜間中学について知ろう」

政府広報オンライン
（お役立ち記事）

「さまざまな事情により、
中学校で勉強することが

できなかった人へ
「夜間中学」を

知っていますか？」

１０代から９０代までみんなクラスメイトです
生徒は義務教育の機会を十分に得られなかった人たちです

昼間働きながら通っている生徒もたくさんいます
入学の動機は「学力をつけたい」「読み書きを学びたい」
卒業生の４分の３が高校進学や就職をしています

現在、夜間中学は8都府県に31校が設置されています

文部科学省では、少なくとも各都道府県に1校は設置できるよう、

様々な支援を行い、設置を促進しています
※夜間中学とは、市町村が設置する中学校において、夜の時間帯に授業が行われる公立中学校の夜間学級のことをいいます。

文部科学省「中学校夜間学級等に関する実態調査（平成26年5月時点）」　

夜間中学も昼間の中学校と同じ
公立の中学校です

参考：「義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場合の対応に関する考え方について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成27年7月30日　初等中等教育企画課長通知）

17：00   登校
17：25   ホームルーム
17：30   一時間目　国語
18：10   給食
18：40   二時間目　英語
19：25   三時間目　家庭科
20：10   四時間目　数学
20：50   ホームルーム
21：00   下校

夜間中学についてもっと知りたい場合

（English）http://nettv.govonline.
go.jp/eng/prg/prg4638.html

（Chinese）http://nettv.govonline.
go.jp/eng/prg/prg4637.html

（Korean）http://nettv.govonline.
go.jp/eng/prg/prg4636.htm

その他　55人
　　　　3.0％

入学した理由

高等学校進学
　182人
　9.8％

職業資格の取得
33人
1.8％

中学校教育の
　修了
　328人
　17.7％（1,849人）

読み書きの習得
　　501人
　　27.1％

日本語会話の
　習得
　498人
　26.9％

中学校程度の
学力の習得
252人
13.6％

　　

学びの中で得たもの

修学旅行学校対抗で楽しむ運動会 文化・学習発表会
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家庭の事情で学校に通えなかった方
あきらめずに前に進んでほし
い。私の初めての学校は「夜間中
学」でした。全てが新鮮、毎日が
発見の日々。一生は一度っきり。
学べる時間も多くはありませ
ん。夜間中学に通って、学校を好
きになってみて下さい。 30代・日本人（卒業生）

夜間中学のご案内夜間中学のご案内
あなたも通ってみませんか？

「今からでも学びたい」
前向きな気持ちに応える中学校があります

夜間中学に通ってみたい場合
まずはお住まいの市区町村の教育委員会もしくは
お近くの夜間中学までお問い合わせください。
授業見学や体験授業を実施している夜間中学もあります。

各教育委員会や学校のホームページへは文部科学省のホームページからアクセス
してください。（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/yakan/1364960.htm） 
文部科学省　初等中等教育局　初等中等教育企画課　教育制度改革室　03-6734-2007

夜間中学について聞いてみました
Ｑ　夜間中学の好きなところは？
とにかく先生方がやさしくて、ていねいに
教えてくれます。
Ｑ　一番思い出に残っていることは？
運動会、移動教室、修学旅行。
Ｑ　卒業したらやりたいことは？
目前の目標としては高校進学。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
毎日を充実させてくれる要素。

戦後の混乱期に学校に通えなかった方

これから入学しようかどうか迷っ
ているのでしたら、迷わずすぐに
入学する事をすすめます。いろい
ろな国から来ている人たちばかり
ですからとにかく楽しいですよ、
人生年をとってもいつも青春。

ひるまかいごのしごとをしていますの
で、やかんちゅうがくでべんきょうして
います。ゆめをもっているかた、レベル
アップしてスポーツとべんきょうがで
きます。ねんれいはかんけいありませ
ん。あんしんしてべんきょうをたのしめ
るので、ぜひみなさんいきましょう。

80代・日本人（在校生）

夢を追いかけて来日された方 Ｑ　今一番頑張っていることは？
しごとやりながら、よるべんきょうしています。
Ｑ　一番勉強になったことは？
かんじです。日本のすばらしいところもた
くさんべんきょうしました。
Ｑ　将来の夢は？
かいごふくししです。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
2ｎｄ Ｈｏｍｅ、ふるさとです。　

Ｑ　今一番頑張っていることは？
高校に入るために、毎日一生懸命勉強しています。
Ｑ　一番勉強になったことは？
一生懸命勉強して、数検準２級と英検準２級を取りました。
Ｑ　将来の夢は？
私は将来高校教師になり、社会にやくだつ生徒達に育てたいです。
Ｑ　入学して良かったと思うことは？
沢山の国の人と友達になり、いろいろな年齢の人と話ができます。  

や ちゅうがくかんや きちゅうがくかん かよ

す し く ちょう きょうそん いく

ちか や と あかん がくちゅう

い いんかい

ば あい

Ｑ　夜間中学の好きなところは？
いくつになっても学べるところ。
Ｑ　卒業したらやりたいことは？
ヘルパーの資格を取ってみたい。健康でいられ
たら高校にも行きたい。心理の勉強もしてみたい。
Ｑ　入学して良かったと思うことは？
毎日が楽しい。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
私が輝ける場所。

Ｑ　夜間中学の好きなところは？
学校全体があたたかくて、「家族」のような感じ。
Ｑ　一番勉強になったことは？
人とのコミュニケーションの大切さ。
Ｑ　将来の夢は？
自分で会社を起こす。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
もうひとつの家。

戦後の混乱期に学校に通えなかった方

私は戦争の為に学校で学ぶ
ことができませんでした。勉
強は若いうちにするべきで
す。今勉強ができるかんきょ
うの方々、こうかいのないよ
うにまなんで下さい。 70代・朝鮮半島出身（在校生）

30代・フィリピン出身（在校生）

私の夜間中学での
生活は充実してい
ると思います。もし
勉強してみたい人
がいたら、是非夜間
中学へ来て下さい。

怪我の為に学校に通えなかった方

10代・日本人（在校生）

千葉県

東京都

神奈川県

京都府

大阪府 兵庫県

奈良県

広島県

岸和田市教育委員会
☎072-423-9607

岸城中学校
☎072-438-6553

大阪市教育委員会
☎06-6208-9187

天王寺中学校
☎06-6771-2757

天満中学校
☎06-6312-8462

文の里中学校
☎06-6621-0790

東生野中学校
☎06-6752-2889

東大阪市教育委員会
☎06-4309-3271

長栄中学校
☎06-6783-0766

布施中学校
☎06-6722-6850

八尾市教育委員会
☎072-924-3891

八尾中学校
☎072-998-9551

守口市教育委員会
☎06-6995-3151

さつき学園
☎06-6991-0637

豊中市教育委員会
☎06-6858-2553

第四中学校
☎06-6863-6744

奈良市教育委員会
☎0742-34-4763

春日中学校
☎0742-62-2629

天理市教育委員会
☎0743-63-1001

北中学校
☎0743-63-5793

橿原市教育委員会
☎0744-29-5912

畝傍中学校
☎0744-24-9460

墨田区教育委員会
☎03-5608-6303

文花中学校
☎03-3617-1562

大田区教育委員会
☎03-5744-1429

糀谷中学校
☎03-3741-4340

世田谷区教育委員会
☎03-5432-2683

三宿中学校
☎03-3424-5255

荒川区教育委員会
☎03-3802-3111

第九中学校
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家庭の事情で学校に通えなかった方
あきらめずに前に進んでほし
い。私の初めての学校は「夜間中
学」でした。全てが新鮮、毎日が
発見の日々。一生は一度っきり。
学べる時間も多くはありませ
ん。夜間中学に通って、学校を好
きになってみて下さい。 30代・日本人（卒業生）

夜間中学のご案内夜間中学のご案内
あなたも通ってみませんか？

「今からでも学びたい」
前向きな気持ちに応える中学校があります

夜間中学に通ってみたい場合
まずはお住まいの市区町村の教育委員会もしくは
お近くの夜間中学までお問い合わせください。
授業見学や体験授業を実施している夜間中学もあります。

各教育委員会や学校のホームページへは文部科学省のホームページからアクセス
してください。（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/yakan/1364960.htm） 
文部科学省　初等中等教育局　初等中等教育企画課　教育制度改革室　03-6734-2007

夜間中学について聞いてみました
Ｑ　夜間中学の好きなところは？
とにかく先生方がやさしくて、ていねいに
教えてくれます。
Ｑ　一番思い出に残っていることは？
運動会、移動教室、修学旅行。
Ｑ　卒業したらやりたいことは？
目前の目標としては高校進学。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
毎日を充実させてくれる要素。

戦後の混乱期に学校に通えなかった方

これから入学しようかどうか迷っ
ているのでしたら、迷わずすぐに
入学する事をすすめます。いろい
ろな国から来ている人たちばかり
ですからとにかく楽しいですよ、
人生年をとってもいつも青春。

ひるまかいごのしごとをしていますの
で、やかんちゅうがくでべんきょうして
います。ゆめをもっているかた、レベル
アップしてスポーツとべんきょうがで
きます。ねんれいはかんけいありませ
ん。あんしんしてべんきょうをたのしめ
るので、ぜひみなさんいきましょう。

80代・日本人（在校生）

夢を追いかけて来日された方 Ｑ　今一番頑張っていることは？
しごとやりながら、よるべんきょうしています。
Ｑ　一番勉強になったことは？
かんじです。日本のすばらしいところもた
くさんべんきょうしました。
Ｑ　将来の夢は？
かいごふくししです。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
2ｎｄ Ｈｏｍｅ、ふるさとです。　

Ｑ　今一番頑張っていることは？
高校に入るために、毎日一生懸命勉強しています。
Ｑ　一番勉強になったことは？
一生懸命勉強して、数検準２級と英検準２級を取りました。
Ｑ　将来の夢は？
私は将来高校教師になり、社会にやくだつ生徒達に育てたいです。
Ｑ　入学して良かったと思うことは？
沢山の国の人と友達になり、いろいろな年齢の人と話ができます。  
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Ｑ　夜間中学の好きなところは？
いくつになっても学べるところ。
Ｑ　卒業したらやりたいことは？
ヘルパーの資格を取ってみたい。健康でいられ
たら高校にも行きたい。心理の勉強もしてみたい。
Ｑ　入学して良かったと思うことは？
毎日が楽しい。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
私が輝ける場所。

Ｑ　夜間中学の好きなところは？
学校全体があたたかくて、「家族」のような感じ。
Ｑ　一番勉強になったことは？
人とのコミュニケーションの大切さ。
Ｑ　将来の夢は？
自分で会社を起こす。
Ｑ　あなたにとって夜間中学とは？
もうひとつの家。

戦後の混乱期に学校に通えなかった方

私は戦争の為に学校で学ぶ
ことができませんでした。勉
強は若いうちにするべきで
す。今勉強ができるかんきょ
うの方々、こうかいのないよ
うにまなんで下さい。 70代・朝鮮半島出身（在校生）

30代・フィリピン出身（在校生）

私の夜間中学での
生活は充実してい
ると思います。もし
勉強してみたい人
がいたら、是非夜間
中学へ来て下さい。

怪我の為に学校に通えなかった方

10代・日本人（在校生）
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☎072-423-9607

岸城中学校
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天王寺中学校
☎06-6771-2757

天満中学校
☎06-6312-8462
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さつき学園
☎06-6991-0637

豊中市教育委員会
☎06-6858-2553

第四中学校
☎06-6863-6744

奈良市教育委員会
☎0742-34-4763

春日中学校
☎0742-62-2629

天理市教育委員会
☎0743-63-1001

北中学校
☎0743-63-5793

橿原市教育委員会
☎0744-29-5912

畝傍中学校
☎0744-24-9460

墨田区教育委員会
☎03-5608-6303

文花中学校
☎03-3617-1562

大田区教育委員会
☎03-5744-1429

糀谷中学校
☎03-3741-4340

世田谷区教育委員会
☎03-5432-2683

三宿中学校
☎03-3424-5255

荒川区教育委員会
☎03-3802-3111

第九中学校
☎03-3892-4177

足立区教育委員会
☎03-3880-5969

第四中学校
☎03-3887-1466

葛飾区教育委員会
☎03-5654-8457

双葉中学校
☎03-3602-7979

市川市教育委員会
☎047-383-9261

大洲中学校
☎047-377-6883

川崎市教育委員会
☎044-844-3722

西中原中学校
☎044-777-2239

横浜市教育委員会
☎045-671-4449

蒔田中学校
☎045-713-9750

京都市教育委員会
☎075-213-5622

洛友中学校
☎075-821-2196

広島市教育委員会
☎082-504-2469

観音中学校
☎082-292-7707

二葉中学校
☎082-262-3599

神戸市教育委員会
☎078-322-5763

丸山中学校西野分校
☎078-736-2521

兵庫中学校北分校
☎078-577-4390

尼崎市教育委員会
☎06-6489-6738

成良中学校琴城分校
☎06-6482-5438

江戸川区教育委員会
☎03‐5662‐1624

小松川第二中学校
☎03-3684-0745

八王子市教育委員会
☎042-620-7339

第五中学校
☎042-642-1635

京都府

大阪府

堺市教育委員会
☎072-228-7436

殿馬場中学校
☎072-221-0755

東京都
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