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第１６回飛翔祭「彩」 

東京都立大江戸高等学校 

11/2（土）11:00～15:00 
 
11/3（日）10:00～15:00 
 
  最終入場  14:30  
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  インフォメーション 

 トイレ 
トイレは各階に２つございます。 
※だれでもトイレは各階西側にございます。 

 
 煙草 

校内は全て禁煙となっております。また、校門付近での喫
煙も御遠慮ください。 

 
 飲食 

廊下での飲食は御遠慮ください。お食事の際は指定された
スペースでお願いいたします。 
※飲食が可能な場所は各食品販売所及び１階アトリウムで
す。 
※それ以外の場所での飲食は御遠慮ください。 

 

 「写真・動画」のインターネット上公開について 
 

飛翔祭で撮影された「写真・動画」のインターネット上へ
の公開はご遠慮ください。個人や学校等が推察される「写
真・動画」を含みます。 

第１６回飛翔祭テーマ 

彩  
～みんなの個性を一つの虹に～ 
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飛翔祭に向けて  今年は「彩」 
  

校長 樋口 博文 
 

               「彩」  
 
 大江戸高校・飛翔祭にようこそ。 
 今年のテーマは「彩」、キャッチコピーは「みんなの個性を一つの虹に」 
となりました。テーマの立案者は、日本の衣食住に溢れる色彩や四季の移り変
わりの美しさに着目して、それを大江戸生の個性として捉え、その個性を飛翔
祭で輝かせたいとの思いで提案しました。 
 秋は芸術や文化の季節であり、またスポーツの季節でもあるように過ごすの
に心地よい季節です。街を見渡せば色とりどりの自然が心の中に入ってきます。
この色とりどりの個性も季節のうつろいと共に成長しています。本校の生徒た
ちも入学以来、季節を重ねて互いに切磋琢磨しながら個性を育んできました。
その個性を一つの「虹」として表し、来場者の皆様をお迎えします。虹（集
団）としての美しさと共に、一人一人の輝きも味わっていただけるように頑
張っています。 
 どうぞ大江戸高校飛翔祭を存分に味わっていただければと思って 
おります。 
 
 

 

 

 

 

実行委員長 大塚 香澄  

  
 みなさん、こんにちは！第１６回飛翔祭は「みんなの個性を一つの虹に」を 
キャッチコピーに掲げ、テーマは「彩」です。全校生徒が笑顔で楽しめる文化
祭にしようと準備を進めてきました。準備を進めていく中、大変だったことや
苦労いたこともありましたが、みんなと協力していくことで一つ一つ乗り越え
ることができました。 
 本日文化祭に来てくださった保護者の方々や地域の方々にも楽しんでいただ
けるような企画がたくさんあります。生徒の皆さんには２日間が記憶に残るい
い思い出にしてもらいたいです。 
 この文化祭が誰もが楽しめ笑顔の絶えない文化祭になれば幸いです。 
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部門 場所 団体 企画名 
２  階 

    飛翔祭企画一覧 
展示 中講義室 ２年１組 人形屋敷 

発表 会議室 演劇同好会 ヘンゼルとグレーテル 

発表 福祉実習室 吹奏楽部 カラフル！ワンダフル！サヤエンドウ！！ 

展示 福祉多目的室 
１年次産業社会と 
人間（委員会） 

産業社会と人間・生活実践の発表 
部門 場所 団体 企画名 

１  階 展示 図書館 図書委員会 大江戸かもめ書店＆豆本工房 

展示 中 庭 １年４組 小江戸まつり 展示 伝統工芸室 工芸（授業） 工芸授業作品展示 

展示 中 庭 １年５組 彩祭 ３  階 

展示 光の庭 ２年６組 
クイズスタンプラリー 

～七彩村の小人を探せ～ 

展示 ３０１教室 イラストレーション部 イラストの森 

販売 ３０２教室 １年３組 駄菓子喫茶大江戸 

発表 剣道場 軽音楽部 叫べ。青春祭りLIVE。 
販売 ３０３教室 １年６組 

ハーバリウム 
～おしゃれな植物標本をつくろう～ 発表 アトリウム 合唱部 皆で咲かせる色鮮やかな華 

発表 アトリウム 箏曲部 届け！箏の七色の調べ 展示 ３０４教室 １年２組 桃太郎 ２０１９ 

発表 体育館 ダンス部 
Dance the Rainbow ! 

～With the unify pieces～ 

展示 ３０５教室 ３年４組 大江戸神社 

販売 ３０６教室 ２年４組 パリッとコレクション 

発表 アトリウム 文芸部 海辺学舎＆大江戸文芸的文学演奏会 展示 ３０７教室 １年１組 縁日 

販売 アトリウム ボランティア部 彩クッキー with のびのび福祉会 展示 ３０８教室 ダーツ同好会 ダーツの部屋 

発表 体育館 和太鼓部 彩炎の四番勝負 販売 地学教室 ４年次 Rainbow Bath～あなただけの虹を～ 

展示 中庭 剣道同好会 一等入魂！！風船割りゲーム！ 展示 生物教室 サイエンス部 色彩溢れるカラフルサイエンス 

発表 アトリウム 
ヴォイス・アンサンブル（授

業） 
オペラ座で彩るヴォイスアンサンブル 展示 

西生徒 
ギャラリー 

写真同好会 PHOTO SPACE 

展示 玄関前の廊下 華道（授業） 成果発表 展示 LL教室前廊下 国語（授業） 大江戸青春短歌 

発表 体育館 
コンピューターグラフィック

ス（授業） 
オオエドミライ ～pass finder ～ 

販売 生活実践室 生活とマナー（授業） 生活に彩を 

  販売 生活実践室 茶道（授業） 大江戸茶会 

発表 アトリウム 箏曲（授業） 箏曲授業発表会 
展示 

プール 
出入り口前 

４年次（テーマ研究） 共同制作（タイル作品）の展示 
発表 体育館 ２年ダンス（授業） 大江戸オリンピックムーブメント 

展示 アトリウム 江東区豊洲児童館 チャレンジスペース及び相談窓口 ４  階 
販売 アトリウム のびのび作業所フーズ 焼き菓子（クッキー）販売 販売 ４０１教室 ３年１組 不思議の国のあいちゅ 

販売 アトリウム ピアワーク・オアシス 木工製品（木のおもちゃ、雑貨）販売 販売  ４０２教室 ２年３組 彩咲 

販売 アトリウム ふれあい工房 パン、焼き菓子、お弁当 販売 調理 ４０３教室 ２年５組 ２５２５Churros 

販売 アトリウム もぐらの家 アクセサリー類 販売 調理 ４０４教室 ２年２組 不思議の国のドーナツ屋さん 

販売 保護者控室 教育振興会 かもめ茶屋＆かもめサロン 調理 ４０５教室 ３年３組 彩華 

調理 ４０６教室 ３年２組 ピアードママの素麺 

オープニング交流企画 調理 ４０７教室 ３年５組 大江戸焼きそば処 

2日（土） 
学内開会式 体育館 舞台 江東特別支援学校ダンス倶楽部   展示 美術部スペース 美術部 美術部展示 光彩 

11：15～ 中庭 舞台 川南小学校 和太鼓クラブ・本校吹奏楽部 展示 被服室 家庭科（授業） 作品展示 

展示 美術室 美術（授業） 美術授業作品展示 
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発表企画タイムテーブル 
    10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 

2
日
（
土
） 

中
庭 

                        

公 

開 

開 

始 

    
11：15～ 

千南小学校 
和太鼓クラブ 
本校吹奏楽部 

                                                                受
付
終
了 

        

公 

開 

終 

了 

                                                                                                    

体
育
館 

                                
11：30～ 

コンピュター 
グラフィック 
授業発表 

            
12：30～ 

ダ ン ス 部 

            
14：20～ 
和太鼓部 

                                

ア
ト
リ 

ウ
ム 

公 開 前 
            11：40～ 

箏 曲 

授業発表 

        
12：30～ 
文 芸 部 

    
13：10～ 

箏 曲 部 

    14：00～ 
ヴォイス 
授業発表 

14：20～ 
合 唱 部 

    

                                

剣
道
場 

                              
12：30～ 

軽 音 楽 部 

    

受
付
終
了 

  

                                                                                        

福
祉
多
目 

的
室 

                                                                                            
14:00～ 
吹奏楽部 

        

                                                                                                    

会
議
室 

                                                                                                
14：10～ 

演劇同好会  

        

                                                                                                        

3
日
（
日
・祝
） 

体
育
館 

公 

開 

開 

始 

    10：20～ 
2年ダンス 
授業発表 

                    
11：30～ 

コンピュター 
グラフィック 
授業発表 

            
12：30～ 

ダ ン ス 部 

            
14：20～ 
和太鼓部 

                                                

ア
ト
リ 

ウ
ム 

        10：30～ 

箏 曲 

授業発表 

            11：30～ 
ヴォイス 
授業発表 

11：50～ 
合 唱 部 

    
12：30～ 
文 芸 部 

                    
13：50～ 

箏 曲 部 

受 

付 

終 

了 

        

                                                    

剣
道
場 

          
12：30～ 

軽 音 楽 部 

      

                                                                                        

福
祉
多
目
的

室 

                                                                                            
14:00～ 
吹奏楽部 

        

                                                                                                    

会
議
室 

    
11：00～ 

演劇同好会  

              

                                                                                                    

 
 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 
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 １の１は４種類のミニゲームを用意していま
す。?場所は３階の端っこです！詳しくは別紙のパ
ンフレットをご覧ください。種類豊富なお菓子の
景品を用意しています！ぜひ、ちょうせんしにき
てね！ 

1-1 縁日 

３階 ３０７教室 

 桃太郎たちは仲の良い４人組。今日も今日とて
ダラダラゲーム三昧。そんな４人がとあることを
きっかけに鬼退治をすることに！？１年２組がお
送りする短編映画新・桃太郎。おたのしみに！ 

1-2 桃太郎 ２０１９ 

３階 ３０４教室 

 私たち１年３組は、昔なつかしい駄菓子から、
なじみ深いスナック菓子などを売り、イートイン
も併設する「駄菓子喫茶大江戸」を開店します！
ドリンクも販売しますので、ホッと一息つきに来
ませんか？ 

1-3 駄菓子喫茶大江戸 

３階 ３０２教室 

 大江戸の中の小さな祭りなので小江戸祭りです。 
スーパーボールすくいや的当て、キックボウリン
グをする予定なので、是非遊びに来てください！ 
お金要らずで楽しめます！ 

1-4 小江戸まつり 

1階 中庭（雨天時１階アトリウム） 
 

 １年５組は思いやりのあるクラスです。そんな
私たち５組は縁日をします。クラスの皆と力を合
わせて来てくれる人が楽しめるようなものを考え
て準備をしてきました。１年５組の縁日へぜひ遊
びにきてください。 

1-5 彩祭 

1階中庭 （雨天時１階アトリウム） 
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 バーバリウムとはドライフラワーなどを専用の
オイルにつけて保存する植物標本です。お手入れ
不要で約１～２年インテリアとしてお楽しみいた
だけます。 

1-6 ハーバリウム 
～おしゃれな植物標本をつくろう～ 

３階 ３０３教室 

 ある日、大きな屋敷に住んでいる女の子が人形
を無くしてしまった。その少女は人形を無くして
しまった怒りで屋敷を変貌させてしまった、、、 
屋敷内で死者もでてしまった今、少女の怒りをお
さめるには人形を見つけねば、、、。 

2-1 人形屋敷 

２階 中講義室 

 こんにちは、２年２組はちょっと不思議な雰囲
気のお店で、おいしいドーナツを売ります！見た
目カラフル、味は王道のドーナツ、ぜひ食べに来
てください！不思議の国、４０４教室でお待ちし
ております！ 

2-2 不思議の国のドーナツ屋さん 

４階 ４０４教室 

 彩咲とは彩やか（あざやか）に咲く処という意
味です。昔懐かしい駄菓子屋。お菓子はもちろん、
貴方ももう一度あの頃に戻ってみませんか？そし
て、今年も復興支援をしています。ぜひご来場く
ださい！ 

2-3 彩咲 

４階 ４０２教室 

 ポテトチップスとは、じゃがいもを薄くスライ
スして、油でパリッと揚げためちゃくちゃうまい
スナック菓子である。３０６教室ポテチポテチポ
テチポテチポテチポテチポテチポテチポテチポテ
チ、、、パリパリパーリナイ！！ 

2-4 パリッとコレクション 

３階 ３０６教室 
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 シナモンシュガーとココアシュガーのチュロス
を一本１００円で売っています。美味しいのでぜ
ひ来てみてください！！装飾に、テーマの「彩」
も入っているのでぜひ見に来てください。 

2-5 ２５２５Churros 

４階 ４０３教室 

 やあ！僕は赤の小人！僕が住む七彩村の小人た
ちがさらわれて、七色の砂が作れなくなっちゃっ
た！みんなを助けるために校内を探して、謎を解
いてくれ！助けてくれたらお礼に素敵なものをあ
げるよ！光の庭に集まってくれ！ 

2-6 クイズスタンプラリー～七彩村の小人を探せ～ 

1階 光の庭 

 アイスは夏だけではない。雪見だいふくが冬の
ものであると同じだ。立ちあがれアイスたち！ア
イスインワンダーランドなのだよ。至極普通のア
イスだとしても、私達の味覚はもううさぎを追い
夢の国へ飛び立っている！ 

3-1 不思議の国のあいちゅ 

４階 ４０１教室 

 私たちはとてもおいしい素麺をみなさんにお届
けします。場所は４０６教室です。とてもおいし
くてさいこうなので是非きてください。レモン風
味のさっぱりとした素麺をどうぞ！ 

3-2 ピアードママの素麺 

４階 ４０６教室 

 你好～！！！３年３組では、肉まんと桃まんを
販売します！！！！ウーロン茶もあるヨ！竹も生
えてるから是非きてネ！！！まってます！！！パ
ンはパンでも食べられないパンは～？パンダ～ 

3-3 彩華 

４階 ４０５教室 
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 大江戸神社ではおみくじと数量・期間限定でミ
サンガを配布します。負けられない戦いのある方
や、元気をもらいたい方はぜひ決意の証や応援の
気持ちを受け取りに来てみてはいかがでしょうか。
お待ちしております!! 

3年4組 大江戸神社 

３階 ３０５教室 

 大江戸焼きそば処では、令和元年の大江戸史上
最高の焼きそばを味わうことができます。シャ
キッとした野菜と、ジュワッとした豚肉の入った
焼きそばをお求めならば、ぜひお越しください。 

3年5組 大江戸焼きそば処 

４階 ４０７教室 

 カラフルなバスボムを一緒に作りませんか！？
あなただけのオリジナルバスボムを３階地学室で
作ることができます！色や香りも自由に選ぶこと
ができるので、ぜひ遊びにきてくださいね！！ 

４年全員 Rainbow Bath 
    ～あなただけの虹を～  

３階 地学室 

「民族衣装」をテーマとしたイラストを制作しま
した！会場では、部誌やポストカード、ラミネー
トカードなどを無料配布しています！ぜひお気軽
に３０１教室に遊びに来てください！！！ 

イラストレーション部  

３階 ３０１教室 

演劇同好会  
ヘンゼルとグレーテル 

２階会議室 

我々演劇部初の舞台は「ヘンゼルとグレーテル」。
個々の彩が溢れる物語へと皆様をご案内致しま
す！！皆様が楽しめるよう部員一同頑張りす！！ 

イラストの森 
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合唱部は毎年恒例アトリウムでコンサートを行い
ます。打上花火や、地上の星など、幅広い年齢の
方に楽しんでいただけるような曲を選びました。 

合唱部  
皆で咲かせる色鮮やかな華 

１階 アトリウム 

軽音部は１階の剣道場でライブをします！！ 
日頃の練習の成果を出しきります。 
みなさんで盛り上がって楽しい空間にしましょ
う！！ 

軽音部  

１階 剣道場 

こんにちは！サイエンス部です！ 
３階生物室では、ピタゴラスイッチやスライムな
どの体験、展示などをやっていて、中庭ではシャ
ボン玉をしています！ぜひ来てください！ 

サイエンス部     
色彩溢れるカラフルサイエンス 

３階 生物教室 

こんにちは！私たち吹奏楽部は、５人という 
小人数であることを強みに、音楽と向きあってい
ます。そんな私たちが奏でる色彩やかな演奏を 
ぜひ、おたのしみください！！ 

吹奏楽部   

３階福祉実習室 

昨年まで同好会でしたが今年から部になりまし
た！「未来花」と千と千尋の神隠しより「いつも
何度でも」の２曲を演奏させていただきます。日
本の伝統和楽器である、静かな箏の音色にどうぞ
癒されてください。 

箏曲部  

1階アトリウム 

叫べ。青春祭りLIVE。 

カラフル！ワンダフル！サヤエンドウ！！ 

届け！箏の七色の調べ 
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こんにちは！ダンス部です！新入生も加わり新体
制となったダンス部は、今年のテーマ「彩」にち
なんで十人十色、１０人で１１作品を様々な彩で
お届けします！２０１９OEDダンス部の彩をお楽し
みください！ 

ダンス部 

1階体育館 

文芸部は「海辺学舎」という部誌を発行し、図書
室にて配布。文芸部史上初の音楽LIVEを開催！宇
多田ヒカル、椎名林檎やジャズの中から、テーマ
「彩」にちなんだ曲をボーカルとピアノでお届け。 

文芸部   

  １階 アトリウム 

美術部  

４階 美術部スペース 

私達ボランティア部は、前回同様のびのび福祉会
の方々とコラボし、クッキーを販売します！今年
は４種類のクッキーをご用意して待っています。 
なお、午前中のみの販売となるため、お早めにお
越しください！！ 

ボランティア部  

１階 アトリウム・職員室前 

どうも和太鼓部です！今年も４曲演奏します。 
曲の演奏中に手拍子などはできないですが和太鼓
の力強い音が胸に響き感動をもたらすような演奏
にしますので、ぜひ来てください！部員全員で
まってまーす。 

和太鼓部  

Dance the Rainbow !～With the unify pieces～ 

海辺学舎＆大江戸文芸的文学演奏会 

美術部展示 光彩 

彩クッキー with のびのび福祉会 

彩炎の四番勝負 

１階 体育館 

美術部での活動で制作している作品を展示し
ます。お絵かきスペースを用意しており、皆
さんで絵をかき、キャンバスに貼ることがで
きるので、皆で楽しい作品づくり 
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皆様、竹刀を持った事はありますか？今回、剣道
同好会は老若男女楽しめる企画を用意しました。
竹刀を持ちたい方、日頃の鬱憤を晴らしたい方な
どにおすすめです！中庭にレッツゴー！ 

剣道同好会 

１階 中庭 

写真の展示とポストカード配布など。 
素敵な写真と触れ合う時間と空間を提供します。 

写真同好会 

３階 西 生徒ギャラリー 

ダーツ研究同好会です。今年も去年と同じく、
ダーツの得点に応じて景品を用意しております。
小さいお子様から大きいお友達まで楽しく遊べる
ように工夫しますので是非来てください。。 

ダーツ同好会 

３階 ３０８教室 

図書委員会は古本の販売と豆本制作体験を行いま
す。古本はたったの２０円、豆本は結構本格的な
ものがたったの１５分で作ることができます！簡
単です（無料）。絵本の読み聞かせも行います。 
ぜひ２F図書室へ！ 

図書委員会  

２階 図書館 

ダーツの部屋 

大江戸かもめ書店＆豆本工房  

一等入魂！！風船割りゲーム！ 

PHOTO SPACE 

 産業社会と人間、生活実践の授業で行った、ボ
ランティア体験・車イス体験・アイマスク体験に
ついて紙にまとめたものを 
展示発表します。 

授業：「産業社会と人間」 展示 

２階 福祉実習室 

産業社会と人間・生活実践の発表 
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「オペラ座の怪人」メドレー曲と「カンターレ」
という合唱曲を演奏します。オペラ座は「倒錯し
た愛の世界」を登場人物になりきって表現します。
「カンターレ」とはイタリア語で「歌う」の意。
声高らかに歌い上げます。 

授業:ヴォイス・アンサンブル  

１階 アトリウム 

  

１階 玄関前の廊下 

２階の伝統工芸室で、木彫、漆芸、陶芸、染色な
どの授業作品を展示しています。日頃の授業成果
をどうぞご覧ください。 

授業:「工芸」  
  

家庭科の講座で制作した作品を展示します。生徒
たちが一生懸命作った作品をご覧ください。 

授業:「家庭科」   

「茶道・華道」の講座を受講している生徒が、飛
翔祭のテーマで作品をつくりました。どうぞご覧
ください。 

オペラ座で彩るヴォイスアンサンブル 

授業:「華道」  
成果発表 

２階 伝統工芸室 

工芸授業作品展示 

４階 被服室 

家庭科作品展示 

授業：「国語」 

短歌 
高校生ならではのみずみずしい三十一音をぜひご覧ください。 

３階LL教室前廊下 
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まだ誰もみたことのない「ミライ」を見にいこう。 
大江戸初の本格映像ライブ。ついに始動！ 

授業：「情報」  

１階 体育館 

オオエドミライ ～pass finder ～ 

３階 生活実践室 

誰もが子供の頃に戻りたくなるような懐かし
い曲を演奏します。色々な音が重なり合って
生まれる旋律は目を閉じると風景が浮かんで
くるような力をもっています。ぜひ音楽と箏
の魅力を感じに来てください。 

授業：「茶道」 
  

大江戸茶会  

授業：「箏曲」  
箏曲授業発表会 

１階 アトリウム 

「茶道・華道」の講座を受講している生徒が、
「抹茶とお菓子」でおもてなしを 
します。生活実践室で行っていますので、ど
うぞお立ち寄りください。お待ちして 
います。 

浴衣を着てお客様にお茶をおもてなしいたします。
授業で学んだ大切なマナーと思いやりの心で誠心
誠意努めます。きっと日頃の疲れが癒えることで
しょう。ぜひともおもてなしの心と和の心を感じ
に来てください。 

授業：「生活とマナー」 
生活に彩を 

３階 生活実践室 
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２年次ダンス選択者による演技発表を体育館にて
行います。５回の授業で１部・２部・３部生が一
緒に踊るのは１回のみ！ぜひ、体育館で応援お願
いします。 

授業:「２年生 ダンス」  

１階 体育館 

４階 美術室 

４年次のテーマ研究の授業で作成しているタイル
アートの展示です。卒業制作としてタイルアート
を作成しており今年度はプランターボックスに装
飾を施しています。まだ作成途中ですが、ぜひご
覧ください！ 

授業:「４年次（テーマ研究）」  

  

４階の美術室で、美術やデザイン等の授業で制作
した作品を展示しています。日頃の授業成果をど
うぞご覧ください。 

大江戸オリンピックムーブメント 

授業:「美術」  
美術授業作品展示 

３階 プール出入口前 

共同制作（タイル作品）の展示 



17 

飲料とおむすび、大江戸名物のどら焼きを販売し
ます。毎年大好評の「在校生保護者との交流コー
ナー」では、ハンドマッサージも体験できます。
受験生の皆さん、地域の方々、お気軽にお立ち寄
り、お声掛けください。 

教育振興会  

1階保護者控室 

かもめ茶屋 ＆ かもめサロン 

 ★のびのび作業所フーズは焼き菓子を販売します。   
 ★もぐらの家は手作りの品、アクセサリーを販売します。 
 ★ピアワーク・オアシスは手づくりの木のおもちゃと楽器を販売します。 
 ★ゆめグループ福祉会「ふれあい工房」はお菓子を販売します。 
    
                            
 

福祉事業販売 

２階福祉多目的室 

★江東特別支援学校★ 
今年も作品を展示させていただきます。 
本校生徒が授業で作成した個性あふれ
る作品をどうぞご覧ください。 

★墨東特別支援学校★ 
高等部の生徒たちが授業中に作った作品
を展示させていただきます。個々の生徒
が楽しく思いを込めて作った作品です。 

江東・墨東特別支援学校 

１階アトリウム 

江東区豊洲児童館 
 ★PRブース   
 ★ゲーム 
  ①フォトスポットコーナー 
  ②ラリーメイト（卓球）    
                            
 

１階アトリウム 
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今後の学校説明会・授業公開 
 
都立学校合同説明会 

  11月10日（日）１０：００～１６：００（会場：都立新宿高校） 
 

  
学校説明会（予約不要） 
         11月16日（土） (午後から体験授業） １０：００開始 
 
 
募集要項説明会 
         12月 7日（日）        １０：００開始 ・ １４：００開始 
          １月11日（土）          １０：００開始 ・ １４：００開始 
 
 
授業公開週間 （予約不要） 

   11月12日（月）～16日（金）  
     1月15日（火）～21日（月） 

        ※公開時間は各日とも10時25分～19時20分 
           (１２：００ ～ １３：１５、１６：３５ ～ １７：４５は、休み時間のため非公開） 

 
体験入学（インターネットにて要予約） 
        11月17日（土） １３：３０より受付 １４：００授業開始 
 
 
 学校見学（電話にて要予約） 

  月曜日～金曜日（祝日除く） １０：４０ ～ ／ １５：３０ ～ 
      （学校行事の関係でお受けできない日程もございます。お問い合わせください。） 
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東京都立大江戸高等学校 
〒135-0015 東京都江東区千石3-2-11 
TEL 03-5606-9500 FAX 03-5606-9518 
HP oedo-h.metro.tokyo.jp/  大江戸高校 


