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教室名 地域防災拠点 広域避難場所

あ 青葉台校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科） 青葉台中学校 桜台公園地区

青葉台校（大学受験科） 榎が丘小学校 桜台公園地区

上尾校（セミナー） 中央小学校 中央小学校

朝霞台校（セミナー・セレクト・高校受験科） 朝霞第七小学校 朝霞第七小学校

あざみ野校(セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科・大学受験科・東大PJ） あざみ野中学校 すすき野団地一帯

厚木校（大学受験科） 厚木第2小学校 ぼうさいの丘公園

我孫子校（セミナー）　 並木小学校 電力中央研究所

我孫子校（セレクト） 第四小学校 第四小学校

綾瀬校（セミナー・セレクト） 東綾瀬公園 東綾瀬団地一帯

い 井荻校（セミナー） 四宮小学校 上井草スポーツセンター一帯

池上校（セミナー・セレクト・中学受験科） 徳持小学校 池上本門寺一帯

池田校（セミナー） 池田小学校 猪名川運動公園

石橋校（セミナー） 井口堂北会館 石橋小学校

伊勢原校（セミナー・セレクト・中学受験科） 伊勢原中学校 伊勢原中学校

市が尾校（セミナー・セレクト） 東市ヶ尾小学校 青葉スポーツ広場

市ヶ谷校（中学受験科） 牛込箪笥地域防災センター 後楽園一帯

井土ヶ谷校（セミナー・セレクト・中学受験科） 井土ヶ谷小学校 清水ヶ丘公園一帯

稲毛海岸校（セミナー・セレクト） 高洲第二中学校 高洲市民プール

稲田堤校（セミナー・セレクト） 菅小学校 稲田公園

う 浦賀校（セミナー）  浦賀小学校  浦賀小学校グランド

浦安校（セミナー・セレクト） 当代島公民館 広尾防災公園

え 江坂校(セミナー） 豊津第一小学校 アメニティ江坂

海老名校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科） 海老名中学校 海西中学校

お 王子校（セミナー） 王子小学校・王子桜中学校 王子六・飛鳥高校・駿台学園一帯

大泉学園校（セミナー・高校受験科） 大泉東小学校 石神井公園一帯

大倉山校（セミナー・セレクト） 大綱小学校 港北高校一帯

大口校（セミナー） 子安小学校 浅野学園一帯

◆全校地域防災拠点＆広域避難場所一覧
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教室名 地域防災拠点 広域避難場所

大口校（セレクト） 浦島丘中学校 錦台中学校一帯

大口校（中学受験科） 大口台小中学校 浦島丘中学校一帯

大島校（セミナー） 第2大島小学校 大島4丁目団地

大島校（セレクト・中学受験科） 第4大島小学校 大島4丁目団地

大船校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科・大学受験科） 大船小学校 栄光学園

大宮校（セミナー・中学受験科・高校受験科） 桜木中学校 大宮公園

大森校（セミナー・中学受験科・高校受験科・大学受験科） 山王小学校 平和島地区

岡村校（セミナー） 岡村小学校 岡村公園

小田急相模原校（セミナー） 相模が丘小学校 相模カントリークラブ

小田原校（セミナー） 三の丸小学校 小田原城址公園

追浜校（セミナー） 夏島小学校 夏島小学校

お花茶屋校（セミナー・セレクト） 宝木塚小学校 新四ツ木橋地区東岸

か 学芸大学校（セミナー・中学受験科・高校受験科） 鷹番小学校 駒沢オリンピック公園一帯

学芸大学校（セレクト） 碑文谷公園 駒沢オリンピック公園一帯

葛西校（セミナー・セレクト・中学受験科） 第2葛西小学校 江戸川南部一帯

鹿島田校（セミナー） 下平間小学校 多摩川河川敷一帯

柏校（セミナー・大学受験科・中学受験科・高校受験科・セレクト） 県立東葛飾高等学校 日立製作所柏総合グラウンド

春日部校（セミナー） 春日部中学校 牛島公園

春日部校（セレクト） 春日部中学校 牛島公園

勝田台校（セミナー・セレクト） 勝田台小学校 八千代高校

金沢文庫校（大学受験科・セレクト） 八景小学校 称名寺裏山一帯

金沢文庫西校（セミナー） 釜利谷東小学校 金沢自然公園

金沢文庫東校（セミナー・中学受験科・高校受験科） 八景小学校 称名寺裏山一帯

金町校（セミナー） 原田小学校 水元公園江戸川緑地一帯

鎌倉校（セミナー・高校受験科） 第二小学校 横浜国大附属鎌倉小・中学校

蒲田校（セミナー・セレクト・高校受験科・大学受験科） 御園中学校 旧蒲田電車区周辺一帯

蒲田校（中学受験科） 新宿小学校 蒲田電車区一帯

鎌取校（セミナー・セレクト） 鎌取コミュニティセンター 泉谷小学校一帯 

上大岡校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科・大学受験科） 桜岡小学校 久良岐公園一帯
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教室名 地域防災拠点 広域避難場所

上石神井校（セミナー） 石神井西小学校 上石神井アパート一帯

上中里校（セミナー） さわの里小学校 磯子カンツリークラブ

上永谷校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科） 丸山台小学校 野庭団地一帯

上福岡校（セミナー） 上野台小学校 福岡中央公園

上溝校（セミナー） 上溝中学校 横山公園

上矢部校（セミナー） 上矢部小学校 戸塚カントリークラブ

鴨居校（セミナー・セレクト） 鴨居小学校 竹山団地一帯

鴨宮校（セミナー・セレクト） 富士見小学校 富士見小学校

川上校（セミナー） 川上小学校 戸塚カントリークラブ一帯

川口校（セミナー・中学受験科） 幸町小学校 荒川河川敷一帯

川越校（セミナー） 富士見中学校 川越水上公園

川崎校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科・大学受験科） 川崎小学校 川崎競輪場・川崎球場・富士見公園

川崎大師校（セミナー・セレクト） 川中島小学校 大師公園

川崎西口校（セミナー） 南河原中学校 多摩川河川敷

川崎渡田校（セミナー） 渡田中学校 富士見公園一帯

き 菊名校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科・大学受験科） 菊名小学校 新横浜駅前一帯

北浦和校（セミナー・セレクト） 常盤小学校 大宮公園

北久里浜校（セミナー） 根岸小学校 根岸小学校

北久里浜校（セレクト） 根岸交通公園 県立横須賀工業高校

北越谷校（セミナー） 大沢小学校 越谷総合公園一帯

北習志野校（セミナー・セレクト） 高根台第二小学校 北習志野近隣公園

北山田校（セミナー） 北山田小学校 横浜国際プール一帯

衣笠校（セミナー・セレクト） 衣笠栄町公園 城北小学校

木場校（セミナー） 平久小学校 木場公園一帯

行徳校（セミナー） 新浜小学校 江戸川河川敷一帯

行徳校（セレクト・中学受験科） 市川市立第七中学校 江戸川河川敷一帯

錦糸町校（セミナー） 二葉小学校 両国地区

く 鵠沼海岸校（セミナー） 湘南なぎさ荘 鵠沼運動公園 

弘明寺校（セミナー・高校受験科）　 大岡小学校 国大付属横浜中学校一帯
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教室名 地域防災拠点 広域避難場所

久里浜校（セミナー・セレクト） 久里浜小学校 久里浜小学校グラウンド

久里浜校（大学受験科） 久里浜中学校 久里浜中学校グラウンド

け 京成大久保校（セレクト） 大久保東小学校 大久保東小学校

京成小岩校（セミナー） 鎌倉小学校 江戸川河川敷一帯

県立大学駅前校（セミナー） 田戸小学校 中央公園

こ 高座渋谷校（セミナー） 下福田小学校 小田急藤沢ゴルフクラブ

糀谷校（セミナー） 糀谷小学校 萩中公園

港南台校（セミナー） 小坪小学校 港南台団地6丁目

香里園校（セミナー） 北小学校 淀川河川公園

五香校（セミナー・セレクト） 五香市民センター 21世紀の森と広場

こどもの国校（セミナー・セレクト）  奈良の丘小学校 こどもの国

古淵校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科） 大野小学校 鵜野森公園

狛江校（セミナー・中学受験科・セレクト） 狛江第三中学校 多摩川河川敷一帯

駒岡校（セミナー） 駒岡小学校 三ッ池公園

さ 相模大野校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科） 相模原市立谷口台小学校 相模女子大学一帯

さがみ野校（セミナー） 東原コミュニティセンター 座間市立南中学校

相模原校（セミナー） 向陽小学校 在日米陸軍相模総合補給廠
しょう

鷺沼校（セミナー） 鷺沼小学校 生田緑地一帯

座間校（セミナー・セレクト） 入谷小学校 入谷小学校

寒川校（セミナー） 寒川小学校 寒川小学校

し JR茨木校（セミナー） 春日丘高等学校 上穂積公園
JR高槻校（セミナー） 芥川小学校 芥川公園周辺
汐入校（セミナー） 汐入小学校 ヴェルニー公園
志木校（セミナー・セレクト） 東北コミュニティセンター 東北コミュニティセンター

篠崎校（セミナー・セレクト・中学受験科） 篠崎第四小学校 江戸川緑地一帯

下丸子校（セミナー・セレクト） 矢口西小学校 多摩川河川敷・ガス橋一帯

石神井公園校（セミナー） 石神井中学校 石神井公園一帯

湘南深沢校（セミナー） 深沢小学校 笛田公園

湘南台校（セミナー・大学受験科・セレクト） 湘南台中学校 湘南台公園
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教室名 地域防災拠点 広域避難場所

湘南ライフタウン校（セミナー） 駒寄小学校 滝の沢小学校周辺

渋沢校（セミナー） 堀川小学校 堀川小学校
新柏校（セミナー） 原小学校 日立製作所柏総合グランド
新鎌ヶ谷校（セミナー） 第三中学校 市制記念公園
新検見川校（セミナー） 花園小学校・花園中学校 東京大学検見川総合運動場
新小岩校（セミナー） 小松南小学校 新小岩公園

新越谷校（セミナー・高校受験科） 越谷コミュニティセンター 南中学校

新越谷校（セレクト・中学受験科・大学受験科） 南越谷地区センター 南中学校

新逗子校（セミナー・セレクト・中学受験科） 逗子小学校 第一運動公園

新所沢校（セミナー） 新所沢東まちづくりセンター 航空記念公園

新松田校（セミナー） 松田中学校 体育館 松田中学校 グラウンド

新松戸校（セミナー・大学受験科・高校受験科） 新松戸市民センター 県立小金高等学校

新百合ヶ丘校（セミナー・大学受験科・セレクト・中学受験科・高校受験科） 麻生小学校 王禅寺ふるさと公園

せ 聖蹟桜ヶ丘校（セミナー・セレクト・高校受験科） 多摩第一小学校 都立桜ケ丘公園

摂津富田校（セミナー） 第四中学校 総合スポーツセンター

瀬谷校（セミナー・セレクト） 瀬谷中学校 米軍上瀬谷通信施設一帯

芹が谷校（セミナー） 芹が谷中学校 こども医療センター一帯

善行校（セミナー） 藤沢翔陵高等学校 県立体育センター

せんげん台校（セミナー） 千間台記念会館 千間台中学校

センター北校（セミナー・セレクト・高校受験科） 都筑小学校 山崎公園一帯

センター北校（中学受験科） 中川小学校 勝田団地一帯

センター南校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科） 茅ヶ崎東小学校 茅ヶ崎公園

センター南校（大学受験科） 茅ヶ崎東小学校 葛ヶ谷公園一帯

そ 草加校（セミナー） 高砂小学校 高砂小学校

草加校（セレクト） 氷川小学校 氷川小学校

蘇我校（セミナー） 宮崎小学校 JFE千葉体育館一帯

た 高島平校（セミナー・セレクト・高校受験科） 高島第一中学校 浮間公園・荒川河川敷緑地一帯

竹の塚校（セミナー） 渕江小学校 公団竹の塚第一団地一帯

武山校（セミナー） 富士見小学校 武山中学校

立場校（セミナー） 中田中学校 中田町2921番地付近耕地一帯
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立場校（セレクト） 中和田中学校 中田町2921番地付近耕地一帯

田無校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科） 向台小学校 東京大学大学院一帯

多摩センター校（セミナー・セレクト・中学受験科） 西落合小学校 多摩中央公園

たまﾌﾟﾗｰｻﾞ校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科） 美しが丘東小学校 たまプラーザ団地一帯

ち 茅ヶ崎北校（セミナー・セレクト・中学受験科） 梅田小学校 中央公園

茅ヶ崎高田校（セミナー） 鶴が台中学校 鶴が台中学校

茅ヶ崎南校（セミナー） 茅ヶ崎小学校 茅ヶ崎公園

千歳烏山校（セミナー・セレクト） 烏山小学校 明大八幡山グラウンド

千歳烏山校（中学受験科） 烏山中学校 第一生命グランド一帯

千歳船橋校（セミナー・セレクト・高校受験科） 船橋小学校 明大八幡山グラウンド
千葉校（セミナー・中学受験科・大学受験科） 新宿小学校 みなと公園

中央林間校（セミナー・セレクト） 緑野小学校 相模カントリークラブ

長後校（セミナー） 長後中学校 長後中学校周辺(富士見台小学校含む）

調布校（セミナー・高校受験科） 第一小学校 多摩川河川敷（第2区）周辺

つ 都賀校（セミナー） みつわ台北小学校 陸上自衛隊校舎学校

辻堂校（セレクト） 八松小学校 湘南工科大学

辻堂北校（セミナー） 明治中学校 神台公園周辺

辻堂南校（セミナー・中学受験科） 八松小学校 湘南工科大学

都筑ふれあいの丘校（セミナー） 川和東小学校 葛ヶ谷公園一帯

津田沼校（セミナー・セレクト） 前原小学校 前原小学校

つつじヶ丘校（（セミナー・中学受験科） 滝坂小学校 市立神代中・上ノ原小学校周辺

綱島校（セレクト） 綱島東小学校 慶応義塾大学

綱島校（中学受験科 ） 綱島小学校 慶応義塾大学

綱島西校（セミナー・高校受験科） 綱島小学校 慶応義塾大学

綱島東校（セミナー） 綱島東小学校 慶応義塾大学

鶴ヶ島校（セミナー） 鶴ヶ島第二小学校 鶴ヶ島第二小学校

鶴ヶ峰校（セミナー） 鶴ヶ峰小学校 くぬぎ台団地

鶴ヶ峰校（セレクト・中学受験科） 鶴ケ峯中学校 横浜動物の森公園一 帯

鶴川校（セミナー） 鶴川第二小学校 鶴川中央公園

鶴見校（セミナー・セレクト・中学受験科） 豊岡小学校 総持寺
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教室名 地域防災拠点 広域避難場所

と 東海大学前校（セミナー） 大根小学校 大根小学校

十日市場校（セミナー・セレクト・高校受験科） 十日市場小学校 昭和大学運動場一帯

ときわ台校（セミナー） 上板橋第一中学校 城北中央公園一帯

戸越銀座校（セミナー） 京陽小学校 林試の森公園

戸塚校（セレクト・中学受験科） 戸塚小学校 八幡山一帯

戸塚校（大学受験科） 東戸塚小学校 八幡山一帯

戸塚西校（セミナー・高校受験科） 戸塚小学校 八幡山一帯

戸塚東校（セミナー・セレクト・高校受験科） 東戸塚小学校 明治学院大学

富岡校（セミナー） 富岡小学校 県立循環器呼吸器病センター

豊田校（セミナー） 日野第二中学校 日野第二中学校

豊中校（セミナー） 大池小学校 大阪大学豊中地区

獨協大学校（セミナー・セレクト・高校受験科） 栄小学校 草加公園

な 中川校（セミナー） 中川西小学校 山崎公園一帯

中田校（セミナー） 中田小学校 中田町2921番地付近耕地一帯

中山校（セミナー・中学受験科・高校受験科） 森の台小学校 四季の森公園

成増校（セミナー・セレクト） 成増小学校 光が丘団地・光が丘公園一帯

成増校（中学受験科・高校受験科） 成増小学校 光が丘団地・光が丘公園一帯

流山おおたかの森校（セミナー） おおたかの森小中学校 流山市総合運動公園

並木校（セミナー） 並木中学校 長浜公園一帯

成瀬校（セミナー・セレクト） 都立小川高校 都立小川高校

に 西新井校（セミナー・中学受験科・高校受験科） 第七中学校 西新井駅西口地区一帯

西葛西校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科・大学受験科） 西葛西中学校 江戸川南部一帯

西日暮里校（東大PJ） 諏訪台中学校 谷中墓地

西八王子校（セミナー） 第5小学校 富士森公園

西船橋校（セミナー・高校受験科） 海神南小学校 海神南小学校グラウンド

西船橋校（セレクト・大学受験科） 葛飾中学校 県立行田公園

西横浜校（セミナー・セレクト・中学受験科）　 西前小学校 久保山墓地

ね 練馬校(セミナー・中学受験科） 豊玉小学校 江古田の森公園一帯

の 能見台校（セミナー・セレクト）　 能見台小学校 能見台中央公園

野比校（セミナー） 野比小学校 野比小学校
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教室名 地域防災拠点 広域避難場所

は 橋本校（セミナー・セレクト）　 旭小学校 県立相原高校

橋本校（中学受験科） シティ・プラザはしもと 県立相原高等学校 

蓮根校（セミナー） 志村第6小学校 浮間公園、荒川河川敷緑地一帯

秦野校（セミナー・大学受験科） 本町小学校 中央運動公園

秦野校（セレクト） 南小学校 南小学校

八王子校（大学受験科） 八王子第三小学校 小宮公園

八王子北校（セミナー・セレクト・中学受験科）　 八王子第一小学校 小宮公園

八王子南校（セミナー）　 八王子第三小学校 富士森公園

八王子みなみ野校（セミナー） みなみ野君田小学校 みなみ野君田小学校

花小金井校（セミナー） 花小金井南中学校 都立小金井公園

羽村校（セミナー） 富士見小学校 富士見小学校

原宿校（セミナー）　 大正小学校 横浜市消防訓練センター

阪急茨木校（セミナー） 茨木小学校 西河原公園

ひ 東浦和校（セミナー・セレクト） 尾間木中学校 さぎ山記念公園・見沼自然公園

東川口校（セミナー） 戸塚北小学校 グリーンセンター

東戸塚校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科・大学受験科） 東品濃小学校 戸塚カントリークラブ

東伏見校（セミナー） 保谷中学校 都立東伏見公園

東村山校（セミナー・セレクト） 久米川小学校 八国山緑地

光が丘校（セミナー） 光が丘第一中学校 光が丘団地・光が丘公園一帯

日吉校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科）　 日吉台小学校 コンフォール南日吉一帯

屏風浦校（セミナー）　 森東小学校 汐見台団地及び久良岐公園一帯

平塚校（セレクト・大学受験科）　 崇善小学校 八幡山公園

平塚旭校（セミナー） 旭小学校 平塚商業高校・平塚農業高校

平塚北校（セミナー・中学受験科）　 崇善小学校 八幡山公園

平塚南校（セミナー）　 浜岳中学校 湘南海岸公園

ふ 藤が丘校（セミナー） 藤が丘小学校 谷本公園

藤沢校（セレクト・中学受験科・大学受験科） 藤沢市民会館 藤沢市民会館周辺

藤沢北校（セミナー）　 大道小学校 湘南高校

藤沢南校（セミナー・高校受験科）　 藤沢市民会館 藤沢市民会館周辺
ふじみ野校（セミナー） ふじみ野小学校 ふじみ野小学校
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教室名 地域防災拠点 広域避難場所

二俣川校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科）　 万騎が原中学校 戸塚カントリークラブ一帯

二俣川校（大学受験科） 二俣川小学校 県自動車試験場一帯

淵野辺校（セミナー・セレクト）　 共和中学校 鹿沼公園

府中校（セミナー）　 府立第一小学校 中央文化センター

府中校（セレクト・大学受験科） 府立第一小学校 市民球場・市民陸上競技場・都立農業高校

船橋校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科）　 天沼弁天公園 船橋中学校

船堀校（セミナー）　 松江第1中学校 船堀一丁目住宅一帯

船堀校（セレクト）　 船堀第二小学校 船堀一丁目住宅一帯

へ 平和台校（セミナー） 開進第一小学校 光が丘団地・光が丘公園一帯

ほ 星川校（セミナー・セレクト・中学受験科）　 星川小学校 県立保土ヶ谷公園

保土ヶ谷校（セミナー・セレクト）　 保土ヶ谷小学校 県立保土ヶ谷公園

本厚木校（セレクト・中学受験科）　 厚木第2小学校 ぼうさいの丘公園

本厚木北校（セミナー）　 厚木中央公園 ぼうさいの丘公園

本厚木南校（セミナー）　 厚木第2小学校 ぼうさいの丘公園

本郷台校（セミナー・セレクト）　 西本郷小学校 本郷台駅前一帯

本牧校（セミナー）　 大鳥小学校 本牧山頂公園一帯

ま 幕張本郷校（セミナー・セレクト）　 幕張本郷中学校 幕張西小学校
馬込沢校（セミナー） 法田中学校 法典公園

町田校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科・大学受験科）　 町田第一小学校 町田第一小学校

松戸校（セミナー・セレクト・中学受験科） 中部小学校 中部小学校グラウンド

み 瑞江校（セミナー・大学受験科・高校受験科）　 瑞江第三中学校 江戸川スポーツランド周辺一帯

溝の口校（高校受験科・グローバル）　 市立高津小学校 多摩川河川敷一帯

溝の口校（大学受験科） 市立高津高校 市民プラザ

溝の口校（セレクト）　 下作延小学校 緑ヶ丘霊園

溝の口校（セミナー・中学受験科 ） 市立高津高校 多摩川河川敷一帯

三鷹校（セミナー）　 井の頭小学校 井の頭恩賜公園

三ツ境校（セミナー・セレクト）　 三ツ境小学校 下瀬谷入口一帯耕地

南浦和校（セミナー・中学受験科・高校受験科）　 大谷場東小学校 浦和競馬場

南浦和校（セレクト・大学受験科）　 岸中学校 ヤクルト戸田総合グラウンド

南大沢校（セミナー） 柏木小学校 首都大学東京南大沢キャンパス
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教室名 地域防災拠点 広域避難場所

南流山校（セミナー） 南流山中学校 総合運動公園

南林間校（セミナー・セレクト） 南林間小学校 西鶴間1丁目公園

箕面校（セミナー）　 メープルホール メープルホール

宮崎台校（セミナー・セレクト・高校受験科） 宮崎台小学校 緑ヶ丘霊園

宮前平校（セミナー・高校受験科・セレクト） 土橋小学校 生田緑地一帯

む 向ヶ丘遊園校（セミナー・セレクト・高校受験科）　 宿河原小学校 生田緑地

武蔵浦和校（セミナー）　 浦和別所小学校 別所沼公園

武蔵小杉校（セミナー） 中原中学校 多摩川河川敷一帯

武蔵小杉校（セレクト・高校受験科） 上丸子小学校 多摩川河川敷一帯

武蔵小杉校（中学受験科） 小杉小学校 等々力緑地

武蔵新城校（セミナー・セレクト・高校受験科）　 新城小学校 多摩川河川敷一帯

武蔵中原校（セミナー・セレクト・高校受験科）　 西中原中学校 等々力緑地

六会校（セミナー）　 亀井野小学校 日本大学

六浦校（セミナー）　 大道小学校 横浜市立大学一帯

六ッ川校（セミナー）　 六ッ川西小学校 こども医療センター一帯

も 本八幡校（セミナー・中学受験科）　 大和田小学校 江戸川河川敷一帯

や 薬園台校（セミナー・セレクト）　 薬円台小学校 薬円台公園

八千代台校（セミナー）　 八千代台小学校 日本ＩＢＭ八千代台グランド

八千代中央校（セミナー・セレクト） 萱田南小学校 八千代総合運動公園

八柱校（セミナー・セレクト）　 常盤平第三小学校 21世紀の森と広場

大和校（セミナー・セレクト・高校受験科・大学受験科）　 草柳小学校 大和スポーツセンター

弥生台校（セミナー・セレクト）　 新橋小学校 中田町2921番地付近耕地一帯

ゆ ユーカリが丘校（セミナー） 志津小学校 志津小学校グラウンド

雪谷大塚校（セミナー・高校受験科）　 調布大塚小学校 多摩川河川敷田園調布先一帯

雪谷大塚校（セレクト・中学受験科） 雪谷小学校 多摩川河川敷・ガス橋一帯

百合丘校（セミナー）　 百合丘小学校 王禅寺ふるさと公園

よ 用賀校（セミナー）　 京西小学校 砧公園

洋光台校（セミナー）　 洋光台第1小学校 洋光台中央及び南団地

横浜校（大学受験科・東大PJ） 青木小学校
　指定なし

（大規模な火災が起こりにくい地域とされている為）
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教室名 地域防災拠点 広域避難場所

横浜西口校（セミナー）　 青木小学校
　指定なし

（大規模な火災が起こりにくい地域とされている為）
横浜西口校（セレクト）　 宮谷小学校 宮谷小学校

横浜本校（セミナー・セレクト・中学受験科・高校受験科・グローバル）　 幸ケ谷小学校
　指定なし

（大規模な火災が起こりにくい地域とされている為）
吉川校（セミナー） 吉川市立中曽根小学校 吉川市立中曽根小学校

四街道校（セミナー） 愛国学園大学付属四街道高校 愛国学園大学付属四街道高校

与野本町校（セミナー） 与野本町小学校 大宮公園

ら ライズモール綾瀬校（セミナー） 綾瀬中学校 綾瀬中学校
り 緑地公園校（セミナー） 寺内小学校 服部緑地公園地域
ろ 六角橋校（セミナー）　 神橋小学校 岸根公園
わ 若葉台校（セミナー） はるひ野小中学校 王禅寺ふるさと公園

早稲田校（中学受験科） 牛込第二中学校 早稲田大学早稲田キャンパス一帯
和田町校（セミナー・セレクト）　 保土ヶ谷中学校 県立保土ヶ谷公園

＊地域防災拠点・・・震災により建物が倒壊したり、倒壊の危険がある場合に、一時的に避難する所

＊広域避難場所・・・周辺火災の延焼拡大により,地域防災拠点が危険になった場合に、避難する所
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