
「風に立つライオン・ユース」認定団体一覧

認定No. 都道府県 学校名 活動団体名

01001 北海道阿寒高等学校 ボランティア局

01002 北海道標茶高等学校 地域環境系列

01003 北海道帯広南商業高等学校 ボランティア部

01004 江陵高等学校 福祉クラブ

01005 双葉高等学校 奉仕活動部

02001 青森県 青森県立七戸高等学校 青少年赤十字部

04001 宮城県名取北高等学校 奉仕活動部

04002 仙台白百合学園高等学校 社会奉仕部小百合会

04003 尚絅学院高等学校 インターアクトクラブ

04004 宮城県村田高等学校 JRC部

04005 宮城県本吉響高等学校 ハンドインハンド部

04006 宮城県石巻商業高等学校 生徒会執行部

04007 聖和学園高等学校 聖和祭実行委員会

07001 福島県立平工業高等学校 生徒会

07002 福島県立あさか開成高等学校 読み聞かせボランティア部オイガ

07003 福島県立あさか開成高等学校 JRCボランティア委員会

08001 茨城県 水戸女子高等学校 インターアクトクラブ

09001 栃木県 栃木県立学悠館高等学校 ＪＲＣ部

10001 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 JRC・インターアクト部

10002 群馬県立松井田高等学校 吹奏楽部

11001 開智高等学校 編集ボランティア

11002 星野高等学校 国際文化部

12001 千葉県立国分高等学校 バトントワリング部

12002 国府台女子学院高等部 ボランティア部

13001 東洋高等学校 ボランティア部

13002 小野学園女子高等学校 インターアクトクラブ

13003 お茶の水女子大学附属高等学校 アフガンボランティア部

13004 正則学園高等学校 編集ボランティア

13005 東京都立杉並総合高等学校 国際交流委員会およびスギソウ組Team F

13006 淑徳巣鴨高等学校 美子文会

13007 東京学芸大学附属国際中等教育学校 ボランティア部

13008 東京都立多摩工業高等学校 JRC（Ｊｕｎｉｏｒ Ｒｅｄ Crass：青少年赤十字）部

13009 順天高等学校 社会福祉部

13010 藤村女子高等学校 児童文化部

13011 東京都立蒲田高等学校 ボランティア部

13012 東京都立目黒高等学校 第1学年

13013 東京都立足立東高等学校 ボランティア部

13014 立志舎高等学校 ボランティア同好会

13015 京華女子高等学校 ボランティア同好会

13016 八王子高等学校 ボランティア部

13017 東京都立田無工業高等学校 都市工学科1年A組

13018 東京都立田無工業高等学校 生徒会

13019 東京都立田無工業高等学校 ラグビー部

13020 蒲田女子高等学校 JRC部

13021 大妻中野高等学校 JRC部

13022 安田学園高等学校 生徒会

13023 東京都立橘高等学校 ボランティア同好会

13024 攻玉社高等学校 ボランティア愛好会

14001 横須賀学院高等学校 インターアクト部

14002 神奈川県立吉田島総合高等学校 農業クラブ 草花部

14003 洗足学園高等学校 編集ボランティア

14004 鹿島学園高等学校横浜南キャンパス 編集ボランティア

14005 神奈川県立弥栄高等学校 編集ボランティア

14006 横浜市立横浜総合高等学校 ボランティア部

14007 慶應義塾湘南藤沢高等部 有志団体・環境プロジェクト
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「風に立つライオン・ユース」認定団体一覧

認定No. 都道府県 学校名 活動団体名

14008 日本女子大学附属高等学校 人形劇団ペロッコ

14009 茅ヶ崎北陵高等学校 JRC部

14010 神奈川県立麻生高等学校 GCC

14011 立花学園高等学校 インターアクトクラブ

16001 富山県立氷見高等学校 ＪＲＣ部

16002 富山県立中央農業高等学校 河川環境を守り隊

17001 石川県 石川県立津幡高等学校　 朱鷺サポート隊

19001 身延山高等学校 手話コミュニケーション部

19002 山梨英和高等学校 YWCAひまわり部

20001 エクセラン高等学校 環境科学コース

20002 長野県下高井農林高等学校 園芸福祉クラブ

20003 長野県駒ヶ根工業高等学校 助っ人同好会

21001 岐阜県立岐阜工業高等学校 化学研究部

21002 岐阜県立岐山高等学校 生物部 カワニナ班

21003 岐阜市立岐阜商業高等学校 岐阜市立岐阜商業高等学校

22001 静岡県立佐久間高等学校 ファーブル委員会

22002 静岡県立磐田北高等学校 ひまわりの会

22003 静岡県立掛川東高等学校 ボランティア部

22004 静岡県立富岳館高等学校 農業クラブ 

22005 静岡県立金谷高等学校 ボランティア同好会

23001 桜花学園高等学校 インターアクトクラブ

23002 光ヶ丘女子高等学校 点訳部

23003 名古屋経済大学高蔵高等学校 理科部

23004 豊川高等学校 インターアクトクラブ

23005 椙山女学園高等学校 社会福祉部

23006 中部大学春日丘高等学校 インターアクトクラブ

23007 愛知県立豊田工業高等学校 チームAMITAMA

23008 南山高等学校女子部 小百合会

23009 名古屋大谷高等学校 生徒会

23010 愛知啓成高等学校 ボランティア部

24001 三重県 鈴鹿高等学校 くお～れ

25001 滋賀県立八日市南高等学校 地域支援活動同好会

25002 滋賀県立八幡高等学校 社会福祉部

26001 京都府立京都八幡高等学校　南キャンパス ボランティア部（南）

26002 京都府立綾部高等学校 分析化学部

27001 大阪府立園芸高等学校 ビオトープ部

27002 大阪府立枚岡樟風高等学校 瓢箪山戦隊ショウフウジャー

27003 金蘭千里高等学校 ボランティア部

27004 大阪府立東百舌鳥高等学校 東百舌鳥高等学校 有志

27005 大阪府立堺工科高等学校 生徒会執行部

28001 神戸市立科学技術高等学校 空飛ぶ車いす研究会

28002 神戸龍谷高等学校 ＪＶＣ（ジュニアボランティアクラブ）

28003 兵庫県立柏原高等学校 インターアクトクラブ

28004 兵庫県立東播磨高等学校 生徒会

28005 芦屋学園高等学校 ボランティア部

28006 兵庫県立但馬農業高等学校 ボランティア部

28007 神戸常盤女子高等学校 ボランティア部

28008 兵庫県立神崎高等学校 ボランティア部

28009 相生学院高等学校明石校 創作絵本 ベンチプロジェクト

29001 奈良県立御所実業高等学校 環境緑地科「生物多様性の保全」研究班

29002 橿原学院高等学校 インターアクトクラブ

30001 和歌山県立那賀高等学校 生徒会・放送部（NAGA-B.C.C)

30002 和歌山県立熊野高等学校 kumanoサポーターズリーダー

30003 和歌山県立海南高等学校美里分校 生徒会

30004 開智高等学校 生徒会
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認定No. 都道府県 学校名 活動団体名

32001 出雲西高等学校 インターアクトクラブ

32002 島根県立平田高等学校 ＪＲＣ部

32003 出雲北陵高等学校 インターアクトクラブ

33001 山陽女子高等学校 JRC部

33002 山陽女子高等学校 地歴部

33003 おかやま山陽高等学校 硬式野球部

33004 岡山県立倉敷中央高等学校 福祉科

34001 広島市立広島工業高等学校 広島市工グリーン・プロジェクト

34002 福山暁の星女子高等学校 第1学年

34003 広島なぎさ高等学校 ボランティア部

34004 清水ヶ丘高等学校 インターアクトクラブ

35001 山口県 山口県立豊北高等学校 ボランティア研究会

37001 坂出第一高等学校 料理研究部

37002 香川県藤井高等学校 生徒会

37003 香川県立三木高等学校 ボランティア同好会

38001 新田青雲中等教育学校 手話部

38002 愛媛県立新居浜東高等学校 地域・国際研究部

38003 愛媛県立宇和島東高等学校 ボランティア部

39001 高知県立嶺北高等学校 嶺北ＥＣＯＦＬＵＧＥＬＳ

39002 高知県立中村高等学校西土佐分校 地域ボランティア隊Rapport

39003 清和女子高等学校 清和ユネスコスクールプロジェクト実行委員会 ユネスコ環境プロジェクト	

40001 福岡県 福岡県立小倉工業高等学校 インターアクトクラブ

41001 佐賀県 佐賀清和高等学校 インターアクト部

42001 長崎県立佐世保北高等学校 長崎県北地区部　高校生１万人署名活動・１万本鉛筆運動

42002 長崎女子高等学校 インターアクトクラブ

43001 熊本県立玉名工業高等学校 JRC部

43002 熊本県立熊本商業高等学校 JRC部

44001 大分県立国東高等学校 JRC（青少年赤十字）部

44002 大分県立臼杵高等学校 ユネスコ部

46001 鹿児島県立鹿屋高等学校 インターアクトクラブ

46002 鹿児島県立野田女子高等学校 ボランティア部

47001 沖縄県 沖縄県立宜野座高等学校 ボランティア部
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