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〇小学校隣接校一覧

指　定　校 隣　接　校

仰高 駒込 巣鴨 清和 朝日

駒込 仰高 朝日

巣鴨 仰高 清和 豊成 朋有

清和 仰高 巣鴨 西巣暢 豊成 朋有 朝日

西巣鴨 清和 豊成 朝日

豊成 巣鴨 清和 西巣鴨 朋有 池袋第一

朋有 巣鴨 清和 豊成 池袋第一 池袋第三 池袋 南池袋

朝日 仰高 駒込 清和 西巣鴨

池袋第一 豊成 朋有 池袋本町 池袋

池袋本町 池袋第一 池袋

池袋第三 朋有 池袋 南池袋 目白 長崎 要 富士見台

池袋 朋有 池袋第一 池袋本町 池袋第三 南池袋 要 高松

南池袋 朋有 池袋第三 池袋 高南 目白

高南 南池袋 目白

目白 池袋第三 南池袋 高南 富士見台

長崎 池袋第三 要 椎名町 富士見台 千早

要 池袋第三 池袋 長崎 千早 高松 さくら

椎名町 長崎 富士見台 千早 さくら

富士見台 池袋第三 目白 長崎 椎名町

千早 長崎 要 椎名町 さくら

高松 池袋 要 さくら

さくら 要 椎名町 千早 高松

〇中学校隣接校一覧

指　定　校 隣　接　校

駒込 巣鴨北 西巣鴨

巣鴨北 駒込 西巣鴨 池袋

西巣鴨 駒込 巣鴨北 池袋 西池袋 千登世橋

池袋 巣鴨北 西巣鴨 西池袋

西池袋 西巣鴨 池袋 千登世橋 千川 明豊

千登世橋 西巣鴨 西池袋

千川 西池袋 明豊

明豊 西池袋 千川

○特別支援学級一覧（設置校及び学級名）
固定学級〈知的障害〉

西巣鴨小学校 たけのこ学級

朋有小学校 竹の子学級

池袋第三小学校 あゆみ学級

長崎小学校 五組

要小学校 すずかけ学級

巣鴨北中学校 6組

西巣鴨中学校 4組

西池袋中学校 6組

固定学級〈自閉症 •情緒障害〉
南池袋小学校 けやき学級

通級指導学級〈難聴 •言語〉
池袋小学校 ことばときこえの教室

校　種 園 •学校名 郵便番号 住　　所 電話番号

幼
稚
園

西 巣 鴨 〒170-0001 豊島区西巣鴨2-14-11� 03（3915）8131

池　　袋 〒171-0014� 豊島区池袋3-30-22 03（3986）8233

南 長 崎 〒171-0052� 豊島区南長崎4-12-7� 03（3950）2861

小

学

校

仰　　高 〒170-0003� 豊島区駒込5-1-19� 03�（3918）�2325

駒　　込 〒170-0003 豊島区駒込3-13-1� 03（3918）�5691

巣　　鴨 〒170-0005� 豊島区南大塚1-24-10� 03（3946）9551

清　　和 〒170-0002� 豊島区巣鴨3-14-1� 03�（3918）�2605

西 巣 鴨 〒170-0001� 豊島区西巣鴨1-27-1� 03（3918）6345

豊　　成 〒170-0012 豊島区上池袋1-18-24� 03（3918）2315

朋　　有 〒170-0013� 豊島区東池袋4-40-1� 03（3987）6275

朝　　日 〒170-0002� 豊島区巣鴨5-33-1� 03�（3918）�2339

池袋第一
〒170-0012 豊島区上池袋4-28-1

新校舎。令和4年度2学期から 03（3916）3435

〒170-0011 豊島区池袋本町4-36-1
仮校舎。令和4年度1学期まで 03（3982）0171

池袋本町 〒170-0011 豊島区池袋本町1-43-1� 03（3986）7166

池袋第三 〒171-0021� 豊島区西池袋3-14-3� 03（3984）8501

池　　袋 〒171-0014� 豊島区池袋4-23-8� 03（3986）2858

南 池 袋 〒171-0022� 豊島区南池袋3-18-12� 03（3987）6278

高　　南 〒171-0033� 豊島区高田2-12-7� 03（3987）6266

目　　白 〒171-0031� 豊島区目白2-11-6� 03�（3987）�4801

長　　崎 〒171-0051� 豊島区長崎2-6-3� 03（3956）8146

要　　　 〒171-0043� 豊島区要町2-3-20 03（3956）8151

椎 名 町 〒171-0052� 豊馬区南長崎4-30-5� 03（3953）6461

富土見台 〒171-0052� 豊島区南長崎1-10-5� 03（3953）6472

千　　早 〒171-0044� 豊島区千早3-33-5� 03（3956）8154

高　　松 〒171-0042 豊島区高松2-57-22� 03（3956）8157

さ く ら 〒171-0051� 豊島区長崎6-16-1� 03（3956）8164

中

学

校

駒　　込 〒170-0003� 豊島区駒込4-5-1� 03（3918）2105

巣 鴨 北 〒170-0001� 豊島区西巣鴨3-17-1� 03（3918）2144

西 巣 鴨 〒170-0005� 豊島区南大塚3-18-1� 03（3986）0661

池　　袋 〒170-0011� 豊島区池袋本町1-43-1� 03�（3986）�5435

西 池 袋 〒171-0021 豊島区西池袋4-7-1� 03（3986）5427

千登世橋 〒171-0031� 豊島区目白1-1-1� 03（3987）6285

千　　川 〒171-0042 豊島区高松1-9-21� 03（3956）8171

明　　豊 〒171-0051� 豊島区長崎5-31-29� 03（3956）8174
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