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2008 (105) 

北海道 北海道札幌西高等学校 * 

  北海道登別明日中等教育学校 

  北海道千歳高等学校 * 

  根室市立光洋中学校 

  北海道旭川凌雲高等学校 

  北海道遠軽高等学校 

  北海道旭川北高等学校 

  北海道札幌東高等学校 * 

  北海道伊達高等学校 

  留寿都村立留寿都中学校 

  東川町立東川中学校 

  函館白百合学園中学高等学校 

  北海道函館中部高等学校 

  北海道虻田高等学校 

青森 青森県立青森南高等学校 * 

  青森県立三沢高等学校 

宮城 秀光中等教育学校 

  女川町立女川第四中学校 

  宮城県仙台第ニ高等学校 

  宮城県石巻西高等学校 * 

  利府町立しらかし台中学校 

  白石市立東中学校 

  宮城県気仙沼高等学校 

  宮城県石巻好文館高等学校 

  宮城県泉高等学校 

  宮城県仙台東高等学校 * 

  宮城県気仙沼西高等学校 

福島 福島大学 

  川俣町立川俣中学校 * 

栃木 佐野日本大学中学校 

千葉 佐倉市立臼井南中学校 * 

東京 筑波大学附属駒場中・高等学校 * 

神奈川 横浜市立保土ヶ谷中学校 

  神奈川県立神奈川総合高等学校 

新潟 新潟県立津南中等教育学校 

  新潟県立燕中等教育学校 * 

  新潟県立柏崎翔洋中等教育学校 

石川 金沢大学教育学部附属高等学校 

  金沢市立高尾台中学校 * 

  金沢市立工業高等学校 * 

山梨 山梨市立山梨北中学校 * 

長野 長野俊英高等学校 * 

  長野県塩尻志学館高等学校 * 

  長野市立徳間小学校 * 

岐阜 大垣市立西中学校 * 

静岡 御殿場市立南中学校 

  静岡英和女学院中学校・高等学校 * 

  日本大学三島高等学校・中学校 * 

愛知 愛知県立津島高等学校 

滋賀 滋賀県立河瀬高等学校 

京都 京都外大西高等学校 

京都 京都市立西京高等学校・附属中学校 

大阪 大阪市立南高等学校 

  関西創価高等学校 * 

  豊中市立第八中学校 

  池田市立北豊島中学校 

  大阪府立箕面高等学校 

兵庫 尼崎市立尼崎高等学校 

  白陵中学校・高等学校 

  兵庫県立豊岡総合高等学校 

  兵庫県立国際高等学校 * 

  宝塚市立御殿山中学校 * 

  兵庫県立芦屋国際中等教育学校 * 

  兵庫県立龍野高等学校 

  兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 

奈良 奈良育英高等学校 

岡山 岡山市立岡山後楽館高等学校 

  岡山市立岡山中央中学校 

  岡山市立高松中学校 

  岡山市立石井中学校 

  岡山市立芳田中学校 

  岡山市立旭東中学校 

  岡山市立西大寺中学校 

  岡山市立吉備中学校 * 

  岡山市立妹尾中学校 * 

  岡山市立灘崎中学校 

広島 広島女学院中学高等学校 * 

  広島市立口田中学校 * 

  東広島市立黒瀬中学校 * 

  広島県立福山誠之館高等学校 

  福山市立幸千中学校 

  広島県立広島高等学校 

  広島大学附属福山中・高等学校 

  福山市立鳳中学校 

  福山市立福山中・高等学校 

  ノートルダム清心中・高等学校 

  広島県立大門高等学校 

  広島県立御調高等学校 

  AICJ 中学・高等学校 * 

  広島県立尾道東高等学校 

山口 宇部工業高等専門学校 

  宇部フロンティア大学付属香川高等学校 

香川 高松市立塩江中学校 

  香川大学教育学部附属坂出中学校 

福岡 福岡県立福岡講倫館高等学校 

  福岡市立三筑中学校 

  福岡大学附属大濠高等学校 

佐賀 成穎中学校 

長崎 長崎南高等学校 

  長崎県平戸市立平戸中学校 

大分 平松学園 大分東明高等学校・向陽中学校 

  大分県立大分豊府中学校・大分豊府高等学

校 
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沖縄 沖縄県立那覇国際高等学校 

  沖縄県立浦添商業高等学校 

  沖縄県立向陽高等学校 

 

2009 (106) 

北海道 北海道札幌南高等学校 * 

  北海道登別青嶺高等学校 * 

青森 青森県立青森戸山高等学校 

岩手 岩手県立一関工業高等学校 * 

  岩手県立北上翔南高等学校 

  岩手県立花巻北高等学校 * 

宮城 尚絅学院高等学校 

  聖和学園高等学校三神峯キャンパス 

  仙台高等学校 

  宮城県石巻高等学校 

  宮城県佐沼高等学校 

  宮城県白石高等学校 

  宮城県築館高等学校 

  宮城県古川黎明高等学校 * 

  宮城県富谷高等学校 * 

山形 山形県立酒田西高等学校 * 

  羽黒高等学校 * 

  山形県立山形北高等学校 

福島 福島県立会津学鳳高等学校 

  福島県立いわき光洋高等学校 

  福島県立郡山北工業高等学校 

群馬 前橋市立前橋高等学校 

埼玉 埼玉県立春日部女子高等学校 

  埼玉県立川越女子高等学校 

  埼玉県立所沢高等学校 * 

  埼玉県立不動岡高等学校 

東京 明治大学付属中野八王子高等学校 

  東京都立世田谷総合高等学校 

  東京都立翔陽高等学校 * 

  東京都立立川高等学校 * 

神奈川 横浜女学院高等学校 

新潟 新潟県立八海高等学校 * 

  新潟市立万代高等学校 * 

  新潟県立巻総合高等学校 * 

富山 富山県立富山いずみ高等学校 

  富山県立福岡高等学校 

  南砺総合高等学校福光高等学校 

石川 石川県立金沢二水高等学校 * 

  遊学館高等学校 * 

福井 武生東高等学校 

山梨 北杜市立甲陵高等学校 

  山梨県立上野原高等学校 

長野 長野県飯田風越高等学校 

  長野県大町高等学校 * 

  長野県岡谷南高等学校 * 

  長野西高等学校 

  佐久市立浅科中学校 *（特別参加） 

長野  佐久市立中込中学校 *（特別参加） 

愛知 愛知県立安城東高等学校 

  愛知県立蒲郡高等学校 

  愛知県立杏和高等学校 

  愛知県立御津高等学校 

滋賀 滋賀県立草津東高等学校 

  滋賀県立八幡高等学校 

大阪 清風高等学校 

兵庫 明石市立明石商業高等学校 

  神戸市立須磨翔風高等学校 

  神戸市立葺合高等学校 

  神戸龍谷高等学校 

  西宮市立西宮東高等学校 

  兵庫県立相生高等学校 

  兵庫県立明石清水高等学校 

  兵庫県立伊丹北高等学校 * 

  兵庫県立北須磨高等学校 

  兵庫県立香寺高等学校 

  兵庫県立太子高等学校 

  兵庫県立豊岡高等学校 

  兵庫県立鳴尾高等学校 

  兵庫県立東播工業高等学校 

  兵庫県立三田西陵高等学校 * 

奈良 奈良県立畝傍高等学校 

  奈良県立橿原高等学校 

  奈良県立五條高等学校 

  奈良県立桜井高等学校 

和歌山 和歌山県立星林高等学校 * 

  和歌山県立田辺高等学校 

  和歌山県立和歌山工業高等学校 * 

鳥取 鳥取県立倉吉東高等学校 

  鳥取県立鳥取湖陵高等学校 

島根 島根県立津和野高等学校 

  島根県立松江南高等学校 

  松江市立女子高等学校 

岡山 岡山県立岡山芳泉高等学校 * 

  岡山県立岡山南高等学校 * 

山口 宇部鴻城高等学校 

  慶進高等学校 

徳島 徳島県立池田高等学校 

  徳島県立城ノ内高等学校 

  徳島県立富岡西高等学校 

香川 香川県立三木高等学校 

  香川県立丸亀高等学校 

  高松第一高等学校 

愛媛 愛媛大学付属高等学校 

高知 高知県立高知西高等学校 

福岡 西南学院高等学校 * 

  東海大学付属第五高等学校 * 

  福岡県立三池高等学校 

  福岡県立明善高等学校 

佐賀 佐賀県立三養基高等学校 
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熊本 熊本県立熊本高等学校 

  秀岳館高等学校 

大分 大分県立大分西高等学校 

鹿児島 鹿児島情報高等学校 * 

  志學館高等部 * 

沖縄 沖縄県立球陽高等学校 

  沖縄県立那覇西高等学校 

 

2010 (110) 

北海道 北海道旭川南高等学校 * 

  北海道旭川凌雲高等学校 * 

  北海道遠軽高等学校 * 

  北海道釧路江南高等学校 

  北海道網走南ヶ丘高等学校 * 

青森 青森県立弘前中央高等学校 

  青森県立三本木高等学校 * 

  青森県立青森北高等学校 

  青森県立八戸南高等学校 

宮城 宮城県佐沼高等学校 

  宮城県石巻西高等学校 

  宮城県仙台第二高等学校 

  宮城県仙台二華高等学校 

  宮城県泉館山高等学校 

  宮城県立泉松陵高等学校 

秋田 秋田県立鷹巣高等学校 * 

山形 山形県立米沢興譲館高等学校 

  鶴岡東高等学校 * 

埼玉 埼玉県立越谷北高等学校 

  埼玉県立宮代高等学校 

  埼玉県立春日部女子高等学校 

  埼玉県立所沢高等学校 

  埼玉県立草加南高等学校 * 

  埼玉県立大宮高等学校 * 

  埼玉県立不動岡高等学校 

  埼玉県立与野高等学校 

  埼玉県立和光国際高等学校 * 

千葉 千葉県立野田中央高等学校 

東京 広尾学園高等学校 * 

  桜華女学院高等学校 

  自由学園高等部 

  十文字高等学校 

  昭和女子大学附属昭和高等学校 * 

  大妻中野高等学校 

  拓殖大学第一高等学校 

  中央大学附属高等学校 

  東京都立国際高等学校 

  東京都立上水高等学校 * 

  東京都立杉並総合高等学校 * 

  東京都立千早高等学校 

  東京都立東村山高等学校 

  東京都立飛鳥高等学校 

  文化女子大学附属杉並高等学校 * 

東京 立教女学院高等学校 

神奈川 神奈川県立横浜平沼高等学校 

  神奈川県立横浜立野高等学校 

  神奈川県立厚木高等学校 

  神奈川県立小田原高等学校 

  神奈川県立菅高等学校 

  神奈川県立生田高等学校 

  神奈川県立相模大野高等学校 

  神奈川県立多摩高等学校 

  神奈川県立大和西高等学校 

  神奈川県立保土ヶ谷高等学校 

  神奈川県立有馬高等学校 

新潟 新潟県立燕中等教育学校 

  新潟県立国際情報高等学校 

  新潟県立村上中等教育学校 

  新潟県立八海高等学校 

  新潟県立分水高等学校 

石川 石川県立金沢泉丘高等学校 

  石川県立小松高等学校 

福井 福井県立大野高等学校 

長野 長野県阿南高等学校 

  長野県大町高等学校 

岐阜 岐阜県立益田清風高等学校 * 

  岐阜県立大垣北高等学校 * 

滋賀 滋賀県立東大津高等学校 * 

京都 京都府立東宇治高等学校 * 

兵庫 姫路市立琴丘高等学校 * 

  兵庫県立伊丹北高等学校 

  兵庫県立国際高等学校 

  兵庫県立小野高等学校 * 

  兵庫県立明石西高等学校 

  兵庫県立明石南高等学校 

奈良 奈良県立橿原高等学校 

  奈良県立郡山高等学校 * 

  奈良県立高取国際高等学校 

和歌山 和歌山県立串本古座高等学校 

  和歌山県立星林高等学校 

鳥取 鳥取県立鳥取工業高等学校 

  鳥取県立米子東高等学校 

岡山 岡山県立岡山南高等学校 

  岡山県立西大寺高等学校 

  岡山高等学校 

山口 野田学園高等学校 

徳島 徳島県立鳴門高等学校 

香川 香川県立琴平高等学校 

  香川県立高松商業高等学校 

  香川県立高松西高等学校 

  香川県立坂出高等学校 

  香川県立善通寺第一高等学校 

愛媛 愛媛県立新居浜東高等学校 

  愛媛県立大洲高等学校 

福岡 福岡県立久留米高等学校 
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福岡  福岡県立光陵高等学校 * 

  福岡県立城南高等学校 * 

  福岡県立伝習館高等学校 * 

  福岡県立武蔵台高等学校 * 

  福岡県立明善高等学校 

佐賀 佐賀県立唐津東高等学校 * 

長崎 長崎県立口加高等学校 * 

大分 大分県立安心院高等学校 

  大分県立大分東高等学校 * 

  大分県立大分南高等学校 * 

  大分県立中津南高等学校 

  大分県立別府羽室台高等学校 

  大分県立別府青山高等学校 

鹿児島 鹿児島県立喜界高等学校 

沖縄 沖縄県立八重山農林高等学校 * 

 

2011 (111) 

青森 青森県立八戸商業高等学校 

 青森県立尾上総合高等学校 

 青森県立弘前工業高等学校* 

 青森県立弘前南高等学校* 

 青森県立六戸高等学校 

 青森山田高等学校 

宮城 宮城県仙台三桜高等学校 

山形 山形県立山形南高等学校* 

福島 福島県立福島南高等学校 

茨城 つくば国際大学 東風高等学校 

 茨城県立並木高等学校/茨城県立並木中

等教育学校 

 大成女子高等学校 

 茨城県立太田第一高等学校 

 茨城県立水戸商業高等学校 

栃木 栃木県立烏山高等学校 

 栃木県立今市高等学校 

 栃木県立足利女子高等学校 

 栃木県立鹿沼高等学校 

 大田原女子高等学校 

群馬 群馬県立伊勢崎高等学校 

 群馬県立中央中等教育学校 

 群馬県立前橋高等学校 

 群馬県立玉村高等学校 

 群馬県立富岡高等学校 

埼玉 花咲徳栄高等学校* 

 狭山ヶ丘高等学校 

 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 

 埼玉県立豊岡高等学校 

 東野高等学校 

千葉 千葉県立白井高等学校 

 千葉県立若松高等学校 

 千葉県立印旛明誠高等学校 

東京 明治大学付属明治高等学校* 

 東京都立葛飾総合高等学校 

東京 東京都立美原高等学校 

 白梅学園高等学校 

神奈川 白鵬女子高等学校 

 橘学苑高等学校* 

 横浜雙葉高等学校* 

 聖園女学院高等学校 

新潟 新潟県立直江津中等教育学校* 

富山 富山県立富山南高等学校* 

石川 石川工業高等専門学校 

 石川県立金沢商業高等学校* 

 北陸学院高等学校* 

福井 福井県立敦賀高等学校 

長野 長野県篠ノ井高等学校 

 長野県北佐久農業高等学校 

 長野県諏訪二葉高等学校 

 長野県伊那北高等学校 

 長野県立須坂東高等学校 

 長野県飯山北高等学校 

岐阜 岐阜県立岐阜北高等学校 

 岐阜県立加納高等学校 

 岐阜県立関高等学校 

 岐阜県立斐太高等学校  

 岐阜県立飛騨神岡高等学校 

三重 三重県立紀南高等学校 

 三重県立神戸高等学校 

滋賀 滋賀県立国際情報高等学校 

京都 京都府立嵯峨野高等学校* 

 京都府立乙訓高等学校 

大阪 大阪信愛女学院高等学校 

 大阪府立牧野高等学校 

 大阪府立大冠高等学校 

 天王寺学館高等学校* 

 大阪府立槻の木高等学校* 

 大阪国際滝井高等学校 

兵庫 兵庫県立福崎高等学校 

 兵庫県立川西明峰高等学校 

 日生学園第三高等学校 

 神戸国際高校 

 兵庫県立猪名川高等学校* 

 兵庫県立三木北高等学校 

 親和女子高等学校 

 神戸市立摩耶兵庫高等学校 

 明石工業高等専門学校 

 兵庫県立明石城西高等学校 

奈良 奈良県立畝傍高等学校* 

和歌山 和歌山県立星林高等学校 

岡山 岡山県立津山東高等学校 

 岡山県立瀬戸高等学校 

 創志学園高等学校 

 岡山学芸館高等学校 

 岡山県立総社高等学校 

広島 広島県立河内高等学校 



EUがあなたの学校にやってくる 

* 大使・代理大使訪問校 

広島 広島県立広島皆実高等学校 

 広島県立日彰館高等学校 

 山陽女学園高等部 

山口 山口県立防府商業高等学校 

愛媛 松山聖陵高等学校 

 新田青雲中等教育学校 

 宇和島南中等教育学校 

 済美平成中等教育学校 

高知 高知高等学校* 

 高知南高等学校* 

 高知追手前高等学校* 

福岡 福岡県公立古賀竟成館高等学校 

 福岡県立ありあけ新世高等学校 

 福岡雙葉高等学校 

佐賀 佐賀県立鳥栖高等学校 

 佐賀県立佐賀西高等学校 

熊本 熊本県立大津高等学校 

 尚絅高等学校 

 八代東高等学校* 

 熊本県立水俣高等学校* 

大分 大分県立杵築高等学校* 

 大分県立中津北高等学校* 

宮崎 宮崎第一高等学校 

鹿児島 鹿児島県立志布志高等学校 

沖縄 沖縄尚学高等学校 

 

2012 (96) 

北海道 北海高等学校 

 旭川藤女子高等学校* 

 札幌静修高等学校 

 立命館慶祥中学校・高等学校* 

青森 青森県立青森中央高等学校* 

岩手 岩手県立不来方高等学校 

 岩手県立大槌高等学校 

 岩手県立宮古工業高等学校 

 岩手県立岩泉高等学校 

宮城 宮城県立志津川高校* 

 常盤木学園高等学校 

 聖ウルスラ学院英智高等学校 

秋田 秋田県立秋田北鷹高等学校 

福島 福島県立いわき翠の杜高等学校 

 福島県立喜多方桐桜高等学校 

 福島県立川俣高等学校 

 福島県立湯本高等学校 

 福島県立飯舘中学校 (特別参加) 

茨城 茨城県立中央高等学校 

 茨城県立取手松陽高等学校 

 茨城県立牛久高等学校 

茨城 茨城県立麻生高等学校* 

栃木 栃木県立壬生高等学校 

 栃木県立栃木翔南高等学校 

群馬 群馬県立伊勢崎高等学校 

群馬 群馬県立太田フレックス高等学校 

 群馬県立沼田女子高等学校 

 群馬県立高崎北高等学校 

 群馬県立高崎高等学校 

 群馬県高崎東高等学校 

埼玉 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 

 埼玉県立和光国際高等学校 

 埼玉県立浦和西高等学校* 

千葉 千葉県立佐倉高等学校* 

 千葉県立千葉東高等学校 

 千葉県立千葉高等学校 

 千葉県立大多喜高等学校 

 千葉県立成田国際高等学校 

 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 

 千葉県黎明高等学校 

 東邦大学付属東邦中高等学校* 

 西武台千葉高等学校 

東京 東京都立三田高等学校* 

 東京都立向丘高等学校* 

 東京都立府中高等学校 

 東京都立杉並総合高校 

 東京都立東大和南高等学校 

 東京都立淵江高等学校* 

神奈川 神奈川県立七里が浜高等学校 

 神奈川県立川和高等学校 

 神奈川県立横須賀大津高等学校 

 神奈川県立百合丘高等学校 

 神奈川県立相模原青陵高等学校 

 神奈川県立神奈川総合産業高等学校 

 神奈川県立逗子高等学校 

新潟 新潟県立巻高等学校 

 新潟県立新津高等学校* 

 新潟県立新潟高等学校 

長野 長野県上田染谷丘高等学校 

 長野県塩尻志学館高等学校 

石川 石川工業高等専門学校 

 石川県立金沢錦丘高等学校 

福井 福井県立美方高等学校 

 福井県立若狭東高等学校 

岐阜 岐阜県立中津高等学校 

 岐阜県立郡上高等学校 

岐阜 飛騨高山高等学校 

静岡 静岡県立田方農業高等学校 

三重 三重県立川越高等学校 

大阪 大阪府立長尾高等学校 

 聖母被昇天学院中学校・高等学校 

兵庫 伊丹市立伊丹高等学校 

 兵庫県立明石高等学校 

 兵庫県立姫路西高等学校* 

 兵庫県立宝塚西高等学校 

 兵庫県立柏原高等学校 

岡山 岡山県立勝山高等学校 



EUがあなたの学校にやってくる 

* 大使・代理大使訪問校 

広島 広島商船高等専門学校 

 広島県立神辺旭高等学校 

山口 山口県立山口中央高等学校 

 山口県立華陵高等学校 

愛媛 愛媛県立新居浜南高等学校 

高知 高知学芸高等学校 

福岡 福岡女学院高等学校 

 福岡県立北筑高等学校* 

 福岡県立香住丘高等学校 

 西南女学院高等学校* 

佐賀 佐賀県立武雄高等学校 

 佐賀県立鹿島高等学校 

 東明館高校 

熊本 熊本県立天草工業高等学校* 

 熊本県立小国高等学校* 

宮崎 宮崎県立日向工業高等学校* 

鹿児島 大口高等学校* 

 鹿児島県立川内高等学校 

 鹿児島県立末吉高等学校 

  

2013 (91) 

北海道 北海道旭川商業高等学校* 

 北海道旭川北高等学校* 

 北海道留辺蘂高等学校 

青森 八戸工業大学第二高等学校 

 青森県立黒石高等学校 

岩手 盛岡中央高等学校 

 専修大学北上高等学校 

 盛岡大学付属高校 

 岩手県立一関第二高等学校* 

宮城 宮城県黒川高等学校* 

 古川学園中学・高等学校 

 宮城県工業高等学校 

 仙台育英学園高等学校* 

 東北学院高等学校* 

 宮城県蔵王高等学校 

宮城 宮城県角田高等学校 

福島 福島県立葵高等学校 

 福島県立田村高等学校 

茨城 茨城県立鉾田第一高等学校 

 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 

栃木 宇都宮海星女子学院高等学校 

 栃木県立石橋高等学校 

 栃木県立栃木女子高等学校 

 栃木県立宇都宮高等学校 

 栃木県立佐野高等学校・同附属中学校 

 栃木県立小山西高等学校 

群馬 群馬県立前橋南高等学校 

 群馬県立前橋女子高等学校 

埼玉 埼玉県立越ケ谷高等学校* 

 開智未来中学高等学校 

 埼玉県立浦和工業高校 

埼玉 埼玉県立本庄高等学校 

 埼玉県立久喜高等学校 

千葉 東海大学付属浦安高等学校・中等部 

 千葉県立国分高等学校 

 千葉敬愛高等学校 

 学校法人市川学園 市川中学校・市川高等学校 

 千葉県立我孫子高等学校 

 千葉県立小金高等学校 

東京 東京都立調布北高等学校 

 国学院大学久我山高等学校 

 東京都立忍岡高等学校 

 東京都立小平南高等学校 

 東京都立小平高等学校 

神奈川 神奈川県立綾瀬西高等学校 

 神奈川県立橋本高等学校* 

新潟 新潟県立燕中等教育学校 

長野 長野俊英高校 

石川 遊学館高等学校 

岐阜 岐阜県立岐山高等学校 

 岐阜県立恵那高等学校* 

 岐阜県立東濃実業高等学校* 

 岐阜県立大垣工業高等学校 

 岐阜県立武義高等学校 

静岡 静岡県立静岡東高等学校 

 静岡県立三島北高等学校 

愛知 愛知県立千種高等学校 

 愛知県立御津高等学校 

京都 京都学園高校 

 京都府立鴨沂高等学校 

 京都文教高等学校 

兵庫 兵庫県立網干高等学校 

 兵庫県立尼崎小田高等学校 

奈良 奈良県立青翔高等学校 

 奈良県立奈良北高等学校 

奈良 関西中央高等学校 

和歌山 和歌山県立串本古座高等学校 串本校舎 

岡山 岡山県立岡山一宮高等学校 

 岡山県立新見高等学校 

 岡山県立岡山操山高等学校 

 金光学園中学高等学校 

広島 広島県立三原高等学校 

 広島県立府中高等学校 

山口 野田学園高等学校 

香川 香川県大手前中学・高等学校 

愛媛 松山城南高等学校 

 愛媛県立西条高等学校 

福岡 福岡県立福岡中央高等学校 

 中村学園三陽高等学校* 

 福岡県立柏陵高等学校 

 福岡県立三池高等学校 

佐賀 佐賀県立三養基高等学校* 

長崎 海星高等学校 



EUがあなたの学校にやってくる 

* 大使・代理大使訪問校 

長崎 長崎県立猶興館高等学校 

熊本 湧心館高等学校（全日制） 

 熊本県立天草高等学校 

宮崎 宮崎県立妻高等学校 

 宮崎県立延岡工業高等学校 

鹿児島 鹿児島県立鹿児島南高等学校 

 鹿児島県立与論高等学校* 

沖縄 沖縄尚学高等学校 

  

2014 (83) 

北海道 北海道滝川西高等学校 

 北海道札幌藻岩高等学校 

 北海道雄武高等学校 

青森 青森県立弘前中央高等学校* 

 青森県立青森北高校* 

宮城 宮城県松島高等学校 

 宮城県宮城野高等学校 

 宮城県仙台第三高等学校* 

秋田 秋田県立大館国際情報学院高等学校 

 秋田県立能代松陽高等学校* 

山形 酒田南高等学校 

 山形県立山形中央高等学校* 

福島 福島県立平商業高等学校 

 福島県立郡山北工業高等学校 

 福島県立福島商業高等学校 

 小名浜高校 

 福島県立いわき総合高等学校 

茨城 茨城県立日立工業高等学校 

 茨城県立水戸第二高等学校 

栃木 白鴎大学足利高等学校 

群馬 群馬県立富岡東高等学校 

埼玉 埼玉県立大宮高等学校 

埼玉 埼玉県立羽生第一高等学校 

 埼玉県立春日部女子高等学校 

 埼玉県立庄和高等学校 

 埼玉県立鳩ケ谷高等学校 

千葉 千葉県立佐原高等学校* 

 千葉市立千葉高等学校* 

 千葉県立津田沼高等学校 

東京 東京都立三鷹中等教育学校 

 東京都立本所高等学校 

 東京都立南平高等学校 

 東京都立小石川中等教育学校 

 鴎友学園女子中学高等学校 

 東京都立板橋高等学校* 

 富士見丘高等学校 

 香蘭女学校* 

 東京都立調布南高等学校 

 郁文館グローバル高等学校郁文館高等学校 

 聖徳学園中学高等学校* 

東京 城北高等学校* 

 東京家政学院高等学校 

新潟 新潟北高等学校 

 新潟県立長岡大手高等学校 

長野 長野県長野高等学校 

石川 石川工業高等専門学校 

 
金沢大学人間社会学域学校教育学類 

附属高等学校 

岐阜 岐阜県立本巣松陽高等学校 

 岐阜県立岐阜高等学校 

 高山西高等学校 

富山 富山県立高岡高等学校 

静岡 静岡県立三島南高等学校 

 桐陽高等学校* 

愛知 愛知県立西尾東高等学校 

 愛知県立西尾高等学校 

三重 三重県立宇治山田商業高等学校 

大阪 天王寺学館高等学校 

兵庫 兵庫県立須磨東高等学校 

 兵庫県立御影高等学校 

 兵庫県立伊丹高等学校 

 兵庫県立長田高等学校 

 兵庫県立宝塚東高等学校 

 姫路市立姫路高等学校* 

 兵庫県立姫路飾西高等学校* 

奈良 奈良市立一条高等学校 

 奈良県立香芝高等学校 

岡山 岡山県立井原高等学校 

 岡山県立岡山東商業高等学校 

 岡山県立岡山南高等学校 

広島 広島県立三次高等学校 

 福山市立福山高等学校 

 呉市立呉高等学校 

福岡 福岡県立伝習館高等学校 

 福岡県立早良高等学校 

 福岡県立鞍手高等学校 

熊本 熊本県立宇土中学校・宇土高等学校 

大分 大分県立別府鶴見丘高等学校* 

 大分県立大分上野丘高等学校* 

宮崎 宮崎県立日向高等学校 

鹿児島 鹿児島県立種子島中央高等学校 

 鹿児島県立種子島高等学校 

 鹿児島県立蒲生高等学校* 

 鹿児島県立明桜館高等学校* 

  
2015 (54) 

北海道 北海道登別明日中等教育学校 

秋田 秋田県立秋田南高等学校* 

山形 山形県立酒田東高等学校 



EUがあなたの学校にやってくる 

* 大使・代理大使訪問校 

山形 鶴岡東高等学校 

 米沢中央高校 

福島 福島県立葵高等学校* 

 福島県立会津学鳳高等学校* 

埼玉 埼玉県立和光国際高等学校* 

千葉 千葉県立八千代高等学校 

東京 順天中学高等学校 

 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 

 東洋英和女学院高等部 

 筑波大学附属高等学校 

 東京都立三鷹中等教育学校 

 早稲田大学高等学院 

神奈川 神奈川県立横浜国際高等学校* 

新潟 新潟県立燕中等教育学校 

石川 石川県立飯田高等学校 

 石川県立金沢桜丘高等学校 

 
金沢大学人間社会学域学校教育学類 

附属高等学校* 

 石川県立金沢二水高等学校 

 石川県立小松高等学校 

 石川県立七尾高等学校 

福井 敦賀高等学校 

山梨 甲府昭和高等学校 

長野 長野県上田高等学校* 

 長野県長野西高等学校 

岐阜 岐阜県立大垣北高等学校 

愛知 愛知産業大学三河高等学校 

 名城大学附属高等学校 

京都 京都学園高等学校 

 京都市立西京高等学校 

 同志社国際高等学校 

 京都府立鳥羽高等学校 

大阪 関西創価高等学校 

 関西大学高等部 

 大阪府立千里高等学校* 

 大阪府立三国丘高等学校* 

兵庫 関西学院高等部* 

 神戸大学附属中等教育学校 

 神戸市立葺合高等学校 

奈良 西大和学園高等学校 

島根 島根県立出雲高等学校* 

岡山 岡山学芸館高等学校 

 金光学園中学・高等学校 

徳島 徳島県立城東高等学校 

香川 香川県立高松桜井高等学校 

愛媛 愛媛大学附属高等学校 

福岡 筑紫女学園中学校高等学校 

 福岡女学院高等学校* 

 福岡雙葉高等学校* 

福岡 明治学園中学校・高等学校* 

大分 大分県立大分上野丘高等学校 

 大分県立大分鶴崎高等学校 

  

2016 (37) 

北海道 札幌日本大学高等学校 

 立命館慶祥中学校・高等学校 

岩手 岩手県立盛岡第一高等学校 

山形 山形県立東桜学館中学校・高等学校 

 山形県立山形東高等学校 

福島 会津若松ザベリオ学園高等学校 

茨城 東洋大学附属牛久中学校高等学校 

埼玉 埼玉県立和光国際高等学校 

 立教新座高等学校 

東京 大妻中野中学校・高等学校* 

 順天高等学校* 

 筑波大学附属高等学校* 

 東京都立三鷹中等教育学校 

 日体桜華高等学校 

東京 文京学院大学女子高等学校 

 早稲田大学高等学院 

神奈川 横浜女学院 

新潟 新潟県立国際情報高等学校 

富山 富山県立南砺福野高等学校 

山梨 山梨県立甲府昭和高等学校 

大阪 関西大学高等部 

兵庫 関西学院高等部 

 神戸市立葺合高等学校 

 神戸大学附属中等教育学校* 

 兵庫県立長田高等学校* 

岡山 金光学園中学・高等学校* 

広島 広島大学附属福山中・高等学校 

徳島 徳島県立城東高等学校 

香川 香川県立高松高等学校 

愛媛 愛媛大学附属高等学校 

福岡 福岡県立光陵高校* 

 明治学園中学校・高等学校 

大分 大分県立大分上野丘高等学校 

 大分県立大分商業高等学校 

 大分県立大分豊府高等学校 

 大分県立中津南高等学校 

 大分県立日出総合高等学校 
 


