
高等学校名 課程 学科 所在地 電話番号
大津市

膳所 全日制 普通/理数 520-0815 大津市膳所二丁目11-1 077-523-2304

堅田 全日制 普通 520-0242 大津市本堅田三丁目9-1 077-572-1206

東大津 全日制 普通 520-2122 大津市瀬田南大萱町1732-2 077-545-8025

北大津 全日制 普通 520-0246 大津市仰木の里一丁目23-1 077-573-5881

大津 全日制 普通/家庭 520-0802 大津市馬場一丁目1-1 077-523-0386

石山 全日制 普通/音楽 520-0844 大津市国分一丁目15-1 077-537-3371

瀬田工業 全日制/定時制 工業 520-2132 大津市神領三丁目18-1 077-545-2510（全日制）
077-545-5315（定時制）

大津商業 全日制 商業 520-0037 大津市御陵町2-1 077-524-4284

大津清陵
（馬場分校）

定時制（昼間部）
通信制
定時制（夜間部）

普通          520-0867 大津市大平一丁目14-1
馬場分校：520-0802 大津市馬場一丁目1-1

077-537-5075（昼間部）
077-537-5333（通信制）
馬場分校：077-523-4704（夜間部） 

草津市

草津東 全日制 普通/体育 525-0025 草津市西渋川二丁目8-65 077-564-4681

草津 全日制 普通 525-0051 草津市木川町955-1 077-562-1220

玉川 全日制 普通 525-0058 草津市野路東三丁目2-1 077-565-1581

湖南農業 全日制 農業 525-0036 草津市草津町1839 077-564-5255

守山市

守山 全日制 普通 524-0022 守山市守山三丁目12-34 077-582-2289

守山北 全日制 普通 524-0004 守山市笠原町1263 077-585-0431

栗東市

栗東 全日制 普通/美術 520-3016 栗東市小野618 077-553-3350

国際情報 全日制 総合 520-3016 栗東市小野36 077-554-0600

野洲市

野洲 全日制 普通 520-2341 野洲市行畑二丁目9-1 077-587-0059

甲賀市

水口 全日制 普通 528-0022 甲賀市水口町梅が丘3-1 0748-62-4104

水口東 全日制 普通 528-0073 甲賀市水口町古城が丘7-1 0748-62-6745

甲南 全日制 総合 520-3301 甲賀市甲南町寺庄427 0748-86-4145

信楽 全日制 総合 529-1851 甲賀市信楽町長野317-1 0748-82-0167

湖南市

石部 全日制 普通 520-3112 湖南市丸山二丁目3-1 0748-77-0311

甲西 全日制 普通 520-3231 湖南市針1 0748-72-3611



高等学校名 課程 学科 所在地 電話番号
近江八幡市

八幡 全日制 普通 523-0031 近江八幡市堀上町105 0748-33-2302

八幡工業 全日制 工業 523-0816 近江八幡市西庄町5 0748-37-7227

八幡商業 全日制 商業 523-0895 近江八幡市宇津呂町10 0748-32-2072

東近江市

八日市 全日制 普通 527-0022 東近江市八日市上之町1-25 0748-22-1515

能登川 全日制/定時制 普通 521-1235 東近江市伊庭町13 0748-42-1305

八日市南 全日制 農業 527-0032 東近江市春日町1-15 0748-22-1513

日野町

日野 全日制 総合 529-1642 日野町上野田150 0748-52-1200

彦根市

彦根東 全日制 普通 522-0061 彦根市金亀町4-7 0749-22-4800

河瀬 全日制 普通 522-0223 彦根市川瀬馬場町975 0749-25-2200

彦根工業 全日制/定時制 工業 522-0222 彦根市南川瀬町1310 0749-28-2201

彦根翔西館 全日制 総合 522-0033 彦根市芹川町580 0749-23-1491

愛荘町

愛知 全日制 普通 529-1331 愛荘町愛知川102 0749-42-2150

長浜市

長浜北 全日制 普通 526-0033 長浜市平方町270 0749-62-0238

虎姫 全日制 普通 529-0112 長浜市宮部町2410 0749-73-3055

伊香 全日制 普通 529-0425 長浜市木之本町木之本251 0749-82-4141

長浜農業 全日制 農業 526-0824 長浜市名越町600 0749-62-0876

長浜北星 全日制/定時制 総合 526-0036 長浜市地福寺町3-72 0749-62-3370

米原市

伊吹 全日制 普通 521-0226 米原市朝日302 0749-55-2350

米原 全日制 普通/理数 521-0092 米原市西円寺1200 0749-52-1601

高島市

高島 全日制 普通/
文理探究 520-1621 高島市今津町今津1936 0740-22-2002

安曇川 全日制 総合 520-1212 高島市安曇川町西万木1168 0740-32-0477


