
令和５年度　学校案内
東京都立秋留台高等学校

創立46年　全日制　普通科　エンカレッジスクール



秋留台高校には、きれいで落ち着いた学習環境の
あなたの「本気」を応援します‼

進路実現率100％達成に向けた取り組み

□　３年間で段階的、計画的に進める進路指導

□　インターンシップ、ガイダンスをとおして幅広く進路を探究

□　公務員、看護、介護、保育系進路希望者のための特別講座を開設

□　英検、漢検、数検、情報処理系の検定合格、資格取得を応援

□　自分のペースで基礎・基本を学ぶ「ベーシックⅠ」

□　「ベーシックⅡ」と「セルフマネジメント」で構成される『朝の30分授業』

□　自己理解を図り、進路を探究する「総合的な探究の時間」

□　「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」を

　　バランスよく評価する「観点別学習状況の評価」

□　ルール、マナーを守る大切さを教え、社会でより良く生きる力を身につけ

　　ることを目指した生活指導

□　２人担任制や外部人材を活用した教育相談体制により、個別最適な指導を

　　実現

□　自己管理能力育成の一環として、身だしなみ点検も実施する「セルフマネジメント」

□　体育大会、オリオン祭（文化祭）、合唱コンクールなどをとおして、生徒の自主性、協調性を育成

エンカレッジとは「励ます・勇気づける・応援する」という意味です。

もう一度基礎から勉強をやり直したい！自分の可能性をもっと伸ばしたい！

私たち秋留台高校教職員は、そんなあなたの「本気」を真剣に、丁寧に、そして親身になって、とことん応援

します。

ぜひ本校で、あなた自身が気づいていない才能や秘められた可能性を伸ばしてみませんか。

秋留台高校は、本気で頑張るあなたをエンカレッジし続けます!!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都立秋留台高等学校　教職員一同

全ての指導は生徒の進路実現のために!!　秋留台高校スクールミッション

秋留台高校の７つのポイント！

　「全ての指導は生徒の進路実現のために」を合言葉に、生徒に社会の中でより良く生きることができる力を

身につけるとともに、卒業後の希望進路が実現できるよう、全ての指導は進路指導と関連づけて実施します。

　粘り強い生活指導により、基本的な生活習慣の確立と規範意識の醸成を進め、生徒一人一人に応じた最適な

学習指導により、基礎・基本の確実な定着を図ります。
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エンカレッジ

ポイント１

特色のある授業とテストによらない評価方法ポイント２

とことん面倒見のよい生活指導ポイント３



□　学習のねらいを明確化し、ＩＣＴ教材も多く活用して、誰にとっても分か

　　りやすい授業を推進

□　スモールステップの目標設定により、生徒の「わかった」「できた」を応援

□　生徒の集中力を高める教室づくりの工夫、学習環境の整備

□　部活動全員加入を推奨

□　部活動は全26種

□　仲間との切磋琢磨をとおして、自主性、協調性、あきらめない心を育成

□　３年間、努力を継続し部活動に励む生徒は大学・企業等から高評価

□　地域の企業等約70事業所で実施する２学年インターンシップ（３日間）

□　あきる野市で開催される様々な行事、地域のお祭り等には、部活動や生徒

　　会が参加し地域貢献

□　学校行事、部活動の一環として実施する地域清掃活動

□　太陽の光を多く取り入れられる造り

□　図書館、スポーツ施設も充実

１

１．３年間の学びの場となる「教室」　　　　　　２．生徒の憩いの場となる「生徒ホール」　　　３．明るく開放感のある「体育館」
４．水はけがよく整備のしやすい「グラウンド」　５．オムニコートを４面完備「テニスコート」　６．25ｍ×９レーンの「プール」
７．授業や進路活動で利用する「ＰＣ室」　　　　８．蔵書数は約30,000冊の「図書館」   ９．進路を見つけるきっかけに「進路資料室」

２ ３

４ ５ ６

７ ８ ９
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ユニバーサルデザインを取り入れた授業づくりポイント４

生徒がイキイキと活動する部活動ポイント５

地域に貢献し、地域から応援される学校ポイント６

きれいで明るい校舎・充実した施設ポイント７

中に、きびしく、あたたかい教育が息づいています。



“個に応じた学び” を深める特色ある授業

基礎・基本が身につく特色ある授業
□　ベーシックⅠ

　　国語、数学、英語を中心に、自分のペースで、基本から段階的に学び直し、つまづきを自身で発見して、

　　主体的に解決を図ることができる授業

　　「ベーシックⅠ基礎」

　　　４～９月に実施。学び直しの第一段階として、基礎・基本の内容から振り返りをスタート

　　「ベーシックⅠ発展」

　　　10～３月に実施。より深い学びを行うため、基礎と比較して、より発展

　　　的な内容に取り組む

□　ベーシックⅡ

　　全学年、『朝の30分授業』の20分間で実施。学年に応じて、各教科の基礎・

　　基本の内容を学習。集中して取り組める静かな学習環境が確立

デジタル活用推進！　スマートスクール端末導入
□　本校ではＩＣＴ利活用を推進し、生徒の皆さんに「端末を文具のように日常的に活用できる力」を育成

　　することを目指しています　

    （令和４年度は『TOKYOデジタルリーディングハイスクール研究指定校』に指定（東京都教育委員会）。

　　　ＡＩ教材活用による学力の定着・向上について研究）

□　授業で活用

　　教師からの資料の提示や配布、生徒からの課題の提出などで活用

　　調べ学習、授業の振り返り活動にも活用

□　HR活動で活用

　　担任やクラスメイトからの連絡配信、アンケート調査などで活用

□　自宅で活用

　　授業課題への取り組み、授業発表の準備（スライド作成等）、興味のある

　　ことの調べ学習など、自宅で自由に、継続的に活用

□１   芸術Ⅰ・Ⅱ　　…　　音楽Ⅰ・Ⅱ、美術Ⅰ・Ⅱ、書道Ⅰ・Ⅱより１科目選択

□２   必修選択科目　　…　　２・３年生必修選択の時間帯

□３   自由選択科目　　…　　３年生自由選択の時間帯

□４   習熟度別授業・少人数授業
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※以下は、令和５年度入学生のカリキュラム（予定）です。カリキュラムは変更する場合があります。

主体的・対話的で深い学びを推進するカリキュラム



□　8：40から授業開始

　　※時差通学の実施により、時間が変更される場合が
　　　あります

□　１日６時間(水・金は７時間)の45分授業

□　１時間目の「朝の30分授業」では、各教科の

　　基礎・基本を自学自習する「ベーシックⅡ」

　　や１日の予定や身だしなみを確認する

　　「セルフマネジメント」を実施

□　習熟度別授業

　　　英語　…　全学年

　　　数学　…　１・２学年

□　少人数制授業

　　　国語　…　１・２学年

　　　体育　…　全学年

　　　家庭　…　１学年

□　３学年の６・７時間目は

　　「豊かな放課後の時間」として、自由選択科目

　　を設定。最大で６時間受講。希望者は発展的な

　　授業を選択
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秋留台高校の時間割



進路指導を中心にした、秋留台高校の教育！

１学年 ２学年

３学年
１学年　進路を「知　る」「学　ぶ」

２学年　進路を「考える」「絞　る」

３学年　進路を「固める」「決める」

進路を「知る」「学ぶ」

100％達成!!

進路を「考える」「絞る」

進路を「固める」「決める」

秋留台高校　進路スローガン

秋留台高校では進路活動を「補欠なき団体戦」として考え、段階的かつ組織的な指導を行っています。

生徒の多様な進路希望にも柔軟で適切な対応ができるよう、生徒、保護者、教職員が一丸となって「チーム

秋留台」を形成し、希望進路の実現に向けて進んでいきます。

本校では「チーム秋留台」が同じ目線で進路活動を行えるよう、学年ごとに進路スローガンを設定しています。

※ 「その他」は、職業能力開発センター
　 や地域若者サポートステーション等で
　 就職支援を受ける者を示す。

□総合的な探究の時間
□適性検査
□校外学習
□進路ガイダンス
□三者面談
□キャリアカウンセラー面談

□インターンシップ
□校外学習
□職業適性検査
□分野別ガイダンス
□三者面談
□キャリアカウンセラー面談

【進学】
□三者面談
□オープンキャンパス
□学校説明会
□進学希望者説明会
□模擬面接

【就職】
□三者面談
□求人票の見方指導
□履歴書の書き方指導
□職場見学
□模擬面接
□管理職面接指導
□出陣式

未決定者　0名
短期大学　4名

四年制大学

29名　

専門学校

63名就職

　　94名

その他

　25名

◎四年制大学

江戸川大学（社会・経営社会）

嘉悦大学　（経営経済）

杏林大学　（総合政策）

城西大学　（経済・経済）

武蔵野大学（人間科学）

和光大学　（表現・総合文化）

駒沢女子大学

　　　（人間健康・健康栄養）

駿河台大学（スポーツ科学）

帝京科学大学

　　　（医療科学・理学療法）

柔道整復東京医療学院大学

　　　　　　　　（作業療法）

◎短期大学

秋草学園短期大学

　　　　　　　（幼児教Ⅰ部）

秋草学園短期大学

　　　　　　（幼児教育Ⅱ部）

埼玉女子短期大学　　（商学）

城西短期大学（ビジネス総合）

フェリシアこども短期大学

◎専門学校

医療・福祉・看護

東京都立青梅看護専門学校

埼玉医療福祉看護専門学校

社会医学技術学院

新宿医療専門学校

東京西の森歯科衛生士専門学校

教育・保育

東京教育専門学校

東京保育専門学校

玉成保育専門学校

東京保育医療秘書専門学校

動物・植物

日本動物専門学校

ヤマザキ動物専門学校

理容・美容・服飾

国際文化理容美容専門学校

アポロ美容理容専門学校

織田ファッション専門学校

住田美容専門学校

工学

日本工学院八王子専門学校

トヨタ自動車大学校

◎就職

サービス 

(医財)あきる台病院

(医社)入間藤沢後楽園

(介福)けんちの苑みずほ

(社福)今井苑

(社福)桧原苑

(社福)多摩養育園

シルバーサポート(株)

生産工程

MIC株式会社

敷島製パン(株)

タイヘイ(株)

トッパンフォームズセントラル

　　　　　　　プロダクツ(株)

富士航空電子(株)

富士プリント工業(株)

事務

(株)むさしの計測

(株)東京ビルド

販売

(株)Olympic

(株)いなげや
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進路活動は補欠なき団体戦！「チーム秋留台」で夢と向き合う３年間

令和３年度進路実現率と主な進路実績（一部抜粋）



　私は高校２年生のときに自分の将来の目標を公務員にすることを
決め、試験に向けて勉強を重ねましたが、結果としては公務員試験
に落ちてしまいました。この経験から私には学力的、人間的にもっ
と成長が必要だと思い大学を目指そうと考えました。その後、進路
指導部の先生や担任の先生に協力していただき、駿河台大学の法学
部に合格することができました。私が進路活動を通して感じたこと
は、自分の決めた目標に対して全力で取り組むことがとても大切だ
ということ。そしてそれがもしうまくいかない結果だったとしても、
夢を諦めないことが大切だということです。皆さんも頑張ってくだ
さい。

駿河台大学　
法学部　警察・消防コース

大間知　樹

　私は３年間、オール５を目標に頑張りました。授業ではメモをた
くさん取ることを心掛け、テストでは90点以上取れるように頑張り
ました。また、遅刻や欠席をしないよう普段から自己管理を心がけ
ました。
　これに加え、資格の取得や看護体験への参加に励んだり、部活動
で副部長を務めたりといった経験を、面接でアピールすることがで
きました。
　小さなことでもコツコツ努力し、自分の力にすることができたの
で、専門学校でも諦めずに努力を続けていきたいです。高校よりも
勉強がとても大変なので、今のうちから自分なりに「予習・復習を
して理解する」ということに慣れておいたほうがいいと思います。
　進路活動は不安ばかりでしたが、頑張った分だけ結果が出ると思
うので皆さんも頑張ってください。

　私は最初、就職を考えていませんでした。自分に合う職種を一か
ら考えて探すことはとても難しく、先生と話し合いながら少しずつ
自分に合う職種が見えるようになりました。毎日求人票と向き合う
日々が続き、ようやく製造業と販売業の２種類の中から３社に絞る
ことができました。
　私は当初、どちらかといえば製造業の方に興味がありましたが、
会社見学を終えて、考えや感じ方が変わりました。また、面接の際
に大事なのは、質問に対してどれだけ具体的に答えることが出来る
のかだと思いました。具体的に答えられることで本気度が伝わりや
すいと思います。今学校生活で頑張っていることがあれば、それが
面接で強い武器になります。最後まで諦めずに努力を続けて頑張っ
てください。

株式会社　いなげや

内藤　麗那

　私は男子ハンドボール部に３年間所属し、一生懸命取り組みまし
た。１年生の時は部員の人数が少なく、練習では限られたメニュ
ーに取り組むことしかできませんでした。大会では思い通りの結果
が出ない苦しい状況でしたが、最後までやり続けたことによって仲
間の大切さや一緒に練習できるありがたみを感じました。この経験
を就職試験でもアピールすることができ、進路活動に生かすことが
できました。
　今までの自分には足りないところばかりでしたが、何かできるよ
うになるとそれが自信につながることを、秋留台高校で学びました。
今のうちからできることをしっかりとやることをお勧めします。進
路に向けて諦めず頑張ってください。

日野自動車株式会社

竹内　吏玖

　私が３年間で頑張ったことは、勉強と部活動です。勉強面ではテ

ストで70点以上を取れるように授業に集中して取り組みました。部

活動ではコーラス部と女子ソフトボール部に３年間所属し、一生懸

命取り組みました。ソフトボールは初心者でしたが、試合に出られ

るように練習を頑張りました。

  秋留台高校の３年間で、私は「最後まで諦めずにやりきる力」を

身に付けることができたと思います。秋留台高校で経験し、学んだ

ことを進学先の専門学校でも忘れずに頑張ります。将来の仕事に向

けてピアノも頑張っていきたいです。皆さんも進路に向けて諦めず

に頑張ってください。

　私は、３年生の９月まで大学進学を考えていましたが、金銭的な
事情から就職に進路変更することになりました。急な進路変更のた
め、職場見学の段階から準備が必要でしたが、進路指導部の先生方
と相談しながら興味のある分野の会社を見学しました。
　面接試験では、学校生活の思い出や部活動についての質問を受け
ました。私は３年間、学校行事や部活動に積極的に取り組んでいた
ため、慌てずに回答することができました。この経験から、日々の
学校生活を正しく送ることが進路活動に生きると感じました。
　先生方と友達口調で話す人は、敬語で話せるようにしてください。
そして欠席をしないこと、これらが非常に重要です。
　最後に、自分の中で行きたい進路が確定したら、絶対に親と話し
合ってください。進路は、一人だけではどうにもならないので、先
生や親に話してみてください。

株式会社リラックス

日野市立三沢中学校　出身

東京教育専門学校　
幼稚園教諭・保育士養成科

松之尾　沙希

立川市立立川第三中学校　出身

八王子市立川口中学校　出身 あきる野市立御堂中学校　出身

青梅看護専門学校

齋田　ちなつ

青梅市立西中学校　出身

あきる野市立五日市中学校　出身

阪口　堅太
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活躍している卒業生の声（令和３年度卒業　43期生）



とことん面倒見のよい生活指導

□　２人担任制
　　１学年では１クラスを２人の教職員が担当。「社会でよりよく生きる力」の育成を目指し、生徒に寄り添

　　いながら、温かく、厳しい指導を実施

□　少人数編成（令和４年度）
　　生徒は１クラス最大で35名

□　「セルフマネジメント」
　　10分間の授業で自己管理能力を育成。毎日、本校オリジナルの高校生手帳を

　　活用して一日の予定を確認し、自身の身だしなみも点検

□　「チーム秋留台」の支援体制
　　スクールカウンセラー、ユースソーシャルワーカーをはじめとするさまざま

　　な外部人材・機関を活用した、手厚い教育相談・支援体制が確立

〇 入学式

〇 対面式・部活動紹介

〇 防災訓練

● 適性検査（１）

※ 学校行事の計画は変更する場合があります。●は進路に関する行事です。(  )内の数字は学年を示します。

４ 〇 母校訪問（１）

〇 第２回確認テスト

〇 生徒総会・役員選挙

〇 生徒総会・役員選挙

〇 体育大会

〇 修学旅行（３）

● 三者面談（３）

〇 合唱コンクール

〇 第１回確認テスト

● 職業適性検査（２）

● 進学希望者説明会（３）

〇 第３回確認テスト

〇 セーフティ教室

〇 個別指導強化期間

〇 個別指導強化期間

● インターンシップ

　　　　　　　　 （２）

● 求人票見方指導（３）

〇 遠足（２）

〇 第４回確認テスト

　　　　　　　　 （３）

〇 補習期間

● 三者面談（１．２）

● 進路模擬面接（３）

● 履歴書書き方指導（３）

○ マラソン大会

〇 第４回確認テスト

● 進路体験学習

   （全て１．２）

〇 オリオン祭

● 就職出陣式（３）

〇 卒業式

〇 個別指導強化期間

〇 文化の祭典
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秋留台高校だからできること

年間学校行事

April October

５ 11
May November

６ 12
June December

７ １
July January

８ ２
August February

９ ３
September March



秋留台高校で過ごす、ある日の10時間の様子をお届け!!

１時間目：朝の30分授業(8：40～)最終下校(19：00)

部活動(SHR終了後～18：30)

帰りのSHR・清掃活動(15：30～)

５～７時間目(12：40～) 昼休み(11：55～)

２～４時間目(9：20～)

２～４
時間目

５～７
時間目

昼休み

20分間で行われる『ベーシッ

クⅡ』では各教科のプリント

学習を行います。集中して取

り組む表情は真剣です。

１学年の授業『ベーシッ

クⅠ』では、自分のペー

スで国・数・英の基礎学

習を行い、つまずいた部

分を自ら発見し、学び直

しをします。

３学年の６・７

時間目は自由選

択の授業です。

少人数授業の中

で発展的な学習

も行います。

本校の１学年は

２人担任制です。

毎日のSHRは、

２人の担任で行

います。

放課後は自分の

所属する部活動

で汗を流します。

活動時間が長い

ことも魅力です。

最終下校時刻は

19:00です。ま

た明日も元気に

登校してくださ

い！

３年１組

あきる野市立　　　　
　　増戸中学校　出身

瀬沼　凱也

10分間の『セルフマネジメン

ト』では、本校オリジナルの

高校生手帳を活用し、1日の

予定を確認するなど自己管理

能力を身につけていきます。

新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から、昼食は各自

黙食を徹底しています。

校内には飲料水の自動販売機

があり、購買ではパンやおに

ぎりの販売もあります！

　秋留台高校は、「学び直し」ができるエンカレッジスクールです。勉強に自信がない人
でも先生方が熱心にサポートしてくれます。また授業も基礎からじっくりと教えてくださ
り、わからない内容は丁寧に説明してくれます。私は中学校では勉強が不得意でしたが、
先生方が真剣に生徒と向き合ってくれる恵まれた環境のおかげで、いつしか問題が解ける
ようになり、徐々に勉強を楽しいと思える気持ちが芽生えました。
　学校行事も充実しています。4 月には新入生と在校生がかかわりを持てる入学式、対面
式、部活動紹介があります。他にも、体育大会、オリオン祭、合唱コンクールなど、クラ
スの絆を深くする行事が多数あります。学校行事の中で、特に私の印象に残っているもの
はオリオン祭です。クラスで切磋琢磨しながらイベントの内容を考え、どの生徒も一生懸
命に取り組むことでクラス全体が団結し、盛り上がりました。クラス全員で一つのものを
作る達成感と感動でいっぱいになり、最高の思い出になりました。
　私は秋留台高校で思いやりに満ちた友人や先輩、先生方に囲まれ、とても充実した高校
生活を送っています。充実した高校生活を送りたい皆さん、秋留台高校は頑張る生徒を
きっとエンカレッジ（応援）してくれますよ！
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あきる10Hours!!

在校生の声

8:4019:00



仲間と支えあいながら充実した放課後へ

硬式野球部

活動日：月・火・木・金・土・日

大会上位進出を目指し、日
々活動しています。時に楽
しく、時に厳しく切磋琢磨
しながら、レベルアップを
図っています！

硬式テニス部

活動日：月・水・木・金・土・(日)

半数以上が硬式テニス初心
者ですが、都立大会ベスト
32などの実績があります。
一緒に頑張りましょう！

サッカー部

活動日：月・水・金・土・(日)

グラウンドで練習を行って
います。公式戦勝利を目指
し、仲間と切磋琢磨しなが
ら日々一生懸命取り組んで
います。

弓道部

活動日：月・水・金

秋川体育館弓道場で活動し
ています。30人以上の部員
全員が未経験から始めまし
たが、日々楽しく活動して
います！

男子バスケットボール部

活動日：火・水・木・金・土

体育館で活動をしています。
未経験者・経験者関係なく、
公式戦に向け高め合いなが
ら日々練習に取り組んでい
ます。

女子バスケットボール部

活動日：火・水・木・金・土

体育館で活動しています。
未経験者も多くいますが、
互いに高めあいながら公式
戦での勝利を目指して取り
組んでいます。

男子バレーボール部

活動日：月・火・木・土

週４日ほど、体育館で活動
しています。公式戦で一試
合でも多く勝てるように、
一人一人が目標を持って活
動しています。

女子バレーボール部

活動日：月・火・木・金・土・(日)

体育館で活動しています。
公式戦での勝利を目標に、
楽しみながら練習に取り組
んでいます。初心者大歓迎
です！

女子ソフトボール部

活動日：月・水・金・土・(日)

他校と合同チームを組んで
大会に出場しています。都
本大会出場を目指して活動
しています。初心者でも始
められます！

バドミントン部

活動日：月・水・金・土・(日)

本校体育館で活動していま
す。とことん楽しみながら、
一つひとつの目標を達成で
きるように日々練習に取り
組んでいます。

ハンドボール部

活動日：火・水・木・金・土・(日)

初心者の多い部活動です。
競技を楽しく、基礎から学
び、都ベスト16を目標にし
ています。一緒に楽しみま
しょう！

卓球部

活動日：月・水・金

活動場所は多目的室です。
経験者も初心者も大会に向
けて日々練習に励んでいま
す。部員が増えてさらに活
気が出ました。
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陸上競技部

活動日：月・火・木・土

競技力向上だけでなく、社
会でも通用する人間力を培
うため、一人一人の心を成
長させることを目標として
活動しています。

水泳部

活動日：月・火・水・木・金

自己ベスト更新、大会入賞
を目標に活動しています。
練習を続ければ結果が出る
競技です！最高の夏の思い
出を作ろう！

剣道部

活動日：月・火・木・金・(土)

七段の指導員のもと、日々
鍛錬を積んでいます。高校
で始めても段位を取ること
が出来るので、初心者も大
歓迎です！

コーラス部

活動日：月・火・水・木・金

皆さんに美しいハーモニー
を届けるために、日々練習
に励んでいます♪色々な
ジャンルの曲に挑戦してい
ます！

和太鼓部

活動日：火・水・木

お祭りや学校行事等での発
表を目標に一生懸命活動し
ています。初心者も経験者
も、高め合いながら活躍で
きる部活です。

吹奏楽部

活動日：火・水・木・金・土

音楽室・書道室で活動して
います。行事や演奏会での
発表に向け、仲良く一生懸
命活動しています！初心者
も大歓迎です！

美術部

活動日：月・火・木・金

文化祭や展示に向けて、日
々制作しています。力を合
わせる共同制作もあります。
昨年度は防犯看板の制作を
行いました。

マンガ・アニメ部

活動日：月・火・水・木・金

日々画力向上を目指してい
ます。また、行事のポスター
も描いています。絵を描く
のが好きな人大歓迎です！

茶華道部

活動日：月・木・金

月金は茶道、木は華道のお
稽古を行います。出張お茶
会や華道展示を近隣で開催
します。ほんわかのんびり
した雰囲気です。

写真部

活動日：月・火・木

秋留台公園等で撮影をして
います。校外での撮影会も
あります。秋・春の年２回、
作品展示を行っています！

放送部

活動日：月・火・水・木・金

黙食の放送や下校の放送を
しています。行事の際も放
送を担当しています。声一
つで勝負する部活動です！

家庭科部

活動日：月・木

被服室で活動しています。
主に手芸作品の製作をおこ
なっています。のんびりと
活動しています。
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東京都立秋留台高等学校
Tokyo Metropolitan Akirudai Senior High School

（火）日月 ２８

※学校行事以外はいずれの日程も午前・午後ともに開催予定

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、
　一般公開を中止する場合があります。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、計画を中止・変更する場合があります。事前に本校HPをご確認ください。

学校見学会
［第１回］

（金）日月１９８

体験授業

（土）日月１２１１

学校説明会
［第１回］

（土）日月１０１２
［第２回］

（月・祝）日月 ９１
［第３回］

（水）日月 ３８
［第２回］

（土）日月１２１１

授業公開
［第２回］

（土）日月１０９

学校行事
　オリオン祭（文化祭）

（土）日月１８３
※一般公開開催検討中です。

　文化の祭典

（土）日月１０１２
［第３回］

（水）日月１７８
［第３回］

（木）日月１８８
［第４回］

School Information

Access Map School Map HPはこちらから！

校章の由来
あきる野の夜空は美しい。源氏星・平家星・三つ星で
有名なオリオン座はその象徴ともいえる。そのオリオン
座の３つの星を「あきる野市の木」であるモクセイの花
の上にデザインしたのが本校の正章である。三つ星には
「真剣」「勤勉」「善意」という３つの校訓を表している。

〒197-0812　東京都あきる野市平沢153-4
Tel : 042-559-6821　　Fax : 042-558-3164
URL : https://www.metro.ed.jp/akirudai-h/
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