令和３年４月１日現在

各学校のホームページへは、愛知県私学協会のホームページからリン
クできます。
愛知県私学協会のホームページへは、左の「高等学校」にリンクを
張ってありますので、そちらからお進みください。

高等学校

名古屋市内
学校名

郵便番号

所在地

電話番号

課程等

愛知高等学校

464-8520 名古屋市千種区光が丘2-11-41 (052)721-1521 全

愛知工業大学名電高等学校

464-8540 名古屋市千種区若水3-2-12

(052)721-0311 全

愛知淑徳高等学校

464-8671 名古屋市千種区桜が丘23

(052)781-1151 全

椙山女学園高等学校

464-0832 名古屋市千種区山添町2-2

(052)751-8131 全

名古屋経済大学市邨高等学校

464-8533 名古屋市千種区北千種3-1-37 (052)721-0161 全

金城学院高等学校

461-0011 名古屋市東区白壁4-64

(052)931-6236 全

至学館高等学校

461-0047 名古屋市東区大幸南2-1-10

(052)723-0851 全

東海高等学校

461-0003 名古屋市東区筒井1-2-35

(052)936-5111 全

名古屋高等学校

461-8676 名古屋市東区砂田橋2-1-58

(052)721-5271 全

啓明学館高等学校

451-0043 名古屋市西区新道1-23-15

(052)571-2561 全

同朋高等学校

453-8540 名古屋市中村区稲葉地町7-1

(052)411-1117 全

名城大学附属高等学校

453-0031 名古屋市中村区新富町1-3-16 (052)481-7436 全

愛知産業大学工業高等学校

460-0026 名古屋市中区伊勢山1-2-29

(052)322-1911 全、通

桜花学園高等学校

466-0013 名古屋市昭和区緑町1-7

(052)741-1221 全

中京大学附属中京高等学校

466-8525 名古屋市昭和区川名山町122

(052)761-5311 全

名古屋工業高等学校

466-0054 名古屋市昭和区円上町22-38

(052)871-2681 全

名古屋国際高等学校

466-0841 名古屋市昭和区広路本町1-16 (052)853-5151 全
466-0838 名古屋市昭和区五軒家町6

(052)831-6455 全

男子部

466-0833 名古屋市昭和区隼人町17

(052)831-0704 全

女子部

愛知みずほ大学瑞穂高等学校

467-8521 名古屋市瑞穂区春敲町2-13

(052)882-1811 全

享栄高等学校

467-8626 名古屋市瑞穂区汐路町1-26

(052)841-8151 全

名古屋大谷高等学校

467-8511 名古屋市瑞穂区高田町4-19

(052)852-1121 全

名古屋経済大学高蔵高等学校

467-8558 名古屋市瑞穂区高田町3-28-1 (052)853-0050 全

名古屋女子大学高等学校

467-8611 名古屋市瑞穂区汐路町4-21

南山高等学校

1

(052)841-8181 全

大同大学大同高等学校

457-0811 名古屋市南区大同町2-21

(052)611-0511 全

菊華高等学校

463-8718 名古屋市守山区小幡5-8-13

(052)791-8261 全、通

東邦高等学校

465-8516 名古屋市名東区平和が丘3-11 (052)782-1171 全

東海学園高等学校

468-0014 名古屋市天白区中平2-901

2

(052)801-6222 全

名古屋市外
学校名

郵便番号

所在地

電話番号

課程等

桜丘高等学校

440-8516 豊橋市南牛川2-1-11

(0532)61-6421 全

豊橋中央高等学校

440-0856 豊橋市鍵田町106

(0532)54-1301 全

藤ノ花女子高等学校

440-0053 豊橋市老松町109

(0532)61-5468 全

愛知産業大学三河高等学校

444-0005 岡崎市岡町原山12-10

(0564)48-5211 全、通

岡崎学園高等学校

444-0071 岡崎市稲熊町3-110

(0564)22-0274 全

岡崎城西高等学校

444-0942 岡崎市中園町川成98

(0564)31-4165 全

光ヶ丘女子高等学校

444-0811 岡崎市大西町奥長入52

(0564)51-5651 全

修文女子高等学校

491-0938 一宮市日光町6-1

(0586)45-2102 全

大成高等学校

491-0814

聖カピタニオ女子高等学校

489-0929 瀬戸市西長根町137

(0561)82-7711 全

聖霊高等学校

489-0863 瀬戸市せいれい町2

(0561)21-3121 全

中部大学春日丘高等学校

487-8501 春日井市松本町1105

(0568)51-1131 全

豊川高等学校

442-0029 豊川市末広通1-37

(0533)86-4121 全

杜若高等学校

470-0331 豊田市平戸橋町波岩87-1

(0565)45-5000 全

豊田大谷高等学校

470-0344 豊田市保見町南山1

(0565)48-3511 全

南山国際高等学校

470-0375 豊田市亀首町八ツロ洞13-45

(0565)46-5300 全

安城学園高等学校

446-8635 安城市小堤町4-25

(0566)76-5105 全

滝高等学校

483-8418 江南市東野町米野1

(0587)56-2127 全

誉高等学校

485-0821 小牧市大字本庄字郷浦2613-2 (0568)79-7700 全

愛知啓成高等学校

492-8529 稲沢市西町1-1-41

(0587)32-5141 全

黄柳野高等学校

441-1623 新城市黄柳野字池田663-1

(0536)34-0330 全

星城高等学校

470-1161 豊明市栄町新左山20

(0562)97-3111 全

中部大学第一高等学校

470-0101 日進市三本木町細廻間425

(0561)73-8111 全

清林館高等学校

496-8006 愛西市持中町八町88

(0567)28-3010 全

愛知黎明高等学校

498-0048 弥富市稲吉2-52

(0567)68-2233

栄徳高等学校

480-1103 長久手市岩作三ヶ峰1-32

(0561)62-5000 全

誠信高等学校

480-0104

日本福祉大学付属高等学校

一宮市千秋町小山字大福田
1878-2

(0586)77-9900 全

全、定(昼
間)

丹羽郡扶桑町大字斉藤字本新
(0587)93-5380 全
須1
知多郡美浜町大字奥田字中之
470-3233
(0569)87-2311 全
谷2-1

3

