
エ ン ト リ ー 校 の 活 動 紹 介
ブ ー ス 発 表 希 望 校

001／滋賀県立八日市南高等学校 002／本庄第一高等学校（埼玉県）
地域支援活動同好会 ボランティア部 空飛ぶ車いす研究会

東北ボランティア活動と地域支援活動 みんなに届け笑顔のコットンキャンディー

004／茨城県立岩井高等学校 005／八王子学園八王子高等学校（東京都） 006／宮城県名取北高等学校
生徒会・有志 ボランティア部 奉仕活動部

自分探しのボランティア いろいろボランティア

007／北海道函館水産高等学校 008／北海道函館水産高等学校 009／福島成蹊高等学校
北のくにづくり 環境班 北のくにづくり 観光班 JRC･IAC部

国定公園「大沼」の水辺環境活動 気づき・考え・実行する

003／神戸市立科学技術高等学校（兵庫県）

使われなくなった車いすを修理・整備しアジア
諸国へ届ける活動

「地域とともに未来をつくる」～被災地に暮ら
す高校生のボランティア活動～

函館圏の観光を水産高校の視点から盛り立てる
活動



010／中村学園女子高等学校（福岡） 011／静岡市立清水桜が丘高等学校 012／沖縄県立中部農林高等学校

インターアクトクラブ パソコン部 熱帯資源科 動物コース

パソコン教室 明るい未来を目指して！

013／相生学院高等学校 明石校（兵庫県） 014／徳島県立新野高等学校 015／和歌山県立那賀高等学校

創作絵本「ベンチプロジェクト」 バイオテクノロジー部 NAGA-B.C.C.

ぼくらの和歌山線プロジェクト

016／宮城県築館高等学校 017／札幌北斗高等学校（北海道） 018／伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校（群馬県）

築高ボランティア部 生徒会ボランティアチーム JRC・インターアクト部

全校参加のボランティア 地域の何でも屋

019／青森県立名久井農業高等学校 020／兵庫県立芦屋高等学校 021／帝塚山学院泉ヶ丘高等学校（大阪府）

伝統野菜班 ボランティア部 ボランティア部

忘れんとってや ありがたみ

私たちにできること③ 校内・校外における四ツ
葉プロジェクトに向けて

蘇れ伝統野菜「南部太ネギ」～この種を100年後
の未来に～

“伝えて繋げる” 高校生が伝える避難訓練の大切
さ ～阪神・淡路大震災から東日本大震災そして
これから

社会奉仕活動と多世代交流と国際理解プログラ
ムを通して社会に貢献できる私になる！

ベンチくんと共につながる、たのしむ、わかち
あう「勇気とささえ愛！！」

よみがえれ！イシマササユリ ～中・高・大連携
へと広がる地域の環境保全活動～



022／星野高等学校（埼玉県） 023／大川学園高等学校（埼玉県） 024／山陽女子高等学校（岡山県）

国際文化部 大川学園高等学校 地歴部

Welcome to Kawagoe 地域とともに 途上国への持続可能な教育支援

025／広島県立加計高等学校 026／身延山高等学校（山梨県） 027／岩手県立前沢高等学校

広島県立加計高等学校 手話コミュニケーション部 生徒会

地域密着型のボランティア活動 聴覚障がい者の理解と手話の普及を目指して

028／青森県立名久井農業高等学校 029／安田学園中学校高等学校（東京都） 030／静岡県立静岡農業高等学校

４代目 TEAM PINE 生徒会 いきものがかり

ワン次郎でボランティア【２】

031／清泉女学院高等学校（神奈川県） 032／栃木県立宇都宮北高等学校 033／青森県立五所川原農林高等学校

生徒会 科学研究実践活動グループ 野菜研究室

UPPLE

「いきもの教材を使ったワークショップ」~高校
生が伝える農業への気付き~

前沢高校生徒会　被災地復興ボランティア『絆
の輪』

農家の果実、実らせ隊！！
ＡＮＤ 果樹農家、助け隊！！

栃木県宇都宮市戸祭山に棲息するトウキョウサ
ンショウウオを守る

「農」を楽しむことができる認知症カフェの実
践



034／福島県立平支援学校 035／富士宮高校会議所（静岡県） 036／群馬県立利根実業高等学校
JRCボランティア部 富士宮高校会議所 生物資源研究部

#ともに ～富士宮高校会議所から日本高校会議所へ～ イノシシなどの野生動物から農業を守る活動

037／岐阜県立岐阜工業高等学校 038／島根県立平田高等学校 039／山口県立宇部工業高等学校
化学研究部 JRC部 山口県立宇部工業高等学校

「いやなみらいをけせるけしゴム」をめざして

040／千葉県立船橋芝山高等学校 041／立教新座高等学校
科学研究部 生物班 学友会　 環境プロジェクト

＜希望の光＞〜ホタルが照らす地域の輪〜 大学と連携したボランティア活動 持続可能な社会を目指して　屋上緑化の研究

043／千葉県立津田沼高等学校 044／桜花学園高等学校 045／群馬県立尾瀬高等学校
理科部生物班 インターアクトクラブ 理科部

谷津干潟ワイズユースプロジェクト 『しあわせ届け隊』としての実践報告 尾瀬国立公園大清水湿原の復元に向けて

042／実践学園高等学校

災害時対応の 啓発を すべて私たちが主催して
体験型で 地域へ！

ＥＳＤ活動の中での生徒による移動実験教室と
行政との街づくりプロジェクト





058／広島市立広島工業高等学校 059／千葉県立国府台高等学校 060／和歌山県立熊野高等学校
広島市工サイエンス工房 理科研究部 Kumanoサポーターズリーダー

～未来に繋ぐプロジェクト　世界遺産への挑戦～

061／大阪府立堺工科高等学校 定時制課程 062／大阪府立堺工科高等学校 定時制課程 063／川口市立高等学校（埼玉県）
ボランティア活動部 生徒会活動部 JRC朋友会＆Global Studies Team

「復興支援プロジェクト」 「ゆめ・チャレ」プロジェクト 世界に目を向けよう

064／山形県立小国高等学校 065／横浜清風高等学校（神奈川県） 066／北海道士幌高等学校
小国を愛す白い森CHSプロジェクト インターアクトクラブ 環境専攻班

士幌の原植生　カシワ林を後世に伝えるために

067／兵庫県立東播工業高等学校 068／千葉県立船橋豊富高等学校 069／金蘭千里高等学校
空飛ぶ車いすサークル JRC・UNESCO部 ボランティア部

気づき・考え・実行する

市民、大学と連携した「国府台フジバカマの
里」の再生

高校生による、持続可能な社会の実現～ユニ
バーサル・エンジニアを 目指して！～

おぐまんと笑顔に。小さな学校のでっかい夢。
〜全国小規模校サミットの開催〜

使われなくなった車いすを修理・再生して、ア
ジア諸国や被災地にプレゼントする活動

小さな活動から大きな笑顔へ（点訳活動と地域
貢献）



070／徳島県立徳島商業高等学校 071／広島県立瀬戸田高等学校 072／長崎県立諫早農業高等学校
ビジネス研究部 校内模擬会社ComCom しまおこし事業部 食品科学部

友好の軌跡～カンボジア学校運営プロジェクト～ 瀬戸田高校減災プロジェクト

073／遺愛女子高等学校（北海道） 074／兵庫県立神戸商業高等学校 075／和歌山県立伊都中央高等学校
遺愛フードバンク 理科研究部 生徒会

フードバンク活動 ボランティア　リンピア作戦

076／東京都立田柄高等学校 077／坂出第一高等学校（香川県） 078／山口県立柳井商工高等学校
ボランティア部 食物科料理研究部 まちづくりプロジェクトチーム

食のアンテナショップ SAKAIDE

079／静岡県立駿河総合高等学校 080／白百合学園高等学校（東京都） 081／長野県駒ヶ根工業高等学校
M-SIPP ボランティア委員会+小百合会 助っ人同好会

フェアトレードとエシカル消費 技術で地域貢献

農業廃棄物の有効利用法　かぼちゃのゼロ・エ
ミッションへの挑戦

漂着ゴミ回収と海洋ゴミの漂流ルートについて
の調査研究

「できることを、できる範囲で、楽しみながら
♪」

商工連携で挑戦する　ものづくり・まちづくり
～地域伝統工芸柳井縞の継承を目指して～

ボランティア活動 ～自分にできる小さなことか
ら～



082／桐蔭学園高等学校（神奈川県） 083／福岡県立糸島農業高等学校 084／秋田県立増田高等学校
インターアクトクラブ 根っこ部 農業科学科野菜専攻班

クマと共存するための山菜伝承プロジェクト

085／北陸高等学校（福井県） 086／岐阜県立池田高等学校 087／宮崎県立宮崎農業高等学校
弓道部 家庭クラブ ボランティア部

 ユニセフチャリティー弓道大会

088／岐阜県立羽島高等学校 089／立花学園高等学校（神奈川県） 090／福井県立足羽高等学校
Sクラブ インターアクトクラブ JRC部

１人の小さなパワーをみんなで大きなパワーへ！ ボランティア活動を通じて、社会に貢献する ハードよりソフト！

091／埼玉県立川越総合高等学校 092／秋田県立大曲農業高等学校 093／埼玉県立栗橋北彩高等学校
FFJクラブ 生物工学部 ボランティア同好会

三富新田を世界農業遺産へ！！ 田沢湖の微生物調査について 「避難所はここです！」･･･高校生が発信しよう！

ミャンマー南シャン州タウンジー郡ザレー村幼
稚園建設支援募金

アブラナ科植物を守りたい 広がれ！根こぶ病対
策の輪

広げよう 綺麗な水のある環境 ～呼びおこせ 地
域の力～

農業高校ならではのボランティアを目指して！
～地域にひろがれ和食のチカラ～



094／和歌山県立田辺高等学校 095／さいたま市立浦和高等学校 096／愛知県立岡崎東高等学校
生物部 青少年赤十字JRC JRC部

鳥の巣半島の生物多様性を守る 核不拡散・核軍縮に向けたユースムーブメント 「地域」＆「私たちにできること」

097／静岡県立金谷高等学校 098／慶應義塾湘南藤沢高等部（神奈川県） 099／順天高等学校（東京都）
ボランティア部 有志団体環境プロジェクト 社会福祉部

地域に貢献できる活動をしよう 高校生が広げる！環境の環 みんなで知って！学んで！やってみよう！

100／大分県立大分商業高等学校 101／おかやま山陽高等学校 102／岐阜県立加茂農林高等学校
インターアクトクラブ 硬式野球部 堂上蜂屋柿 Activation Pro

楽しみながら共に奉仕活動を行う！ 世界の笑顔のために 輝かせます！！！美濃加茂市の”parol”で

103／桜丘高等学校（東京都） 104／埼玉県立本庄高等学校 105／奈良育英高等学校
JRC部 TEAM柏 生徒会・執行委員＆有志

奉仕、健康安全、国際交流 東北復興ボランティア 被災地支援活動と奈良の観光ボランティア



106／岐阜県立岐阜高等学校 107／東京都立大崎高等学校 108／佐賀県立佐賀商業高等学校

ESS部 防災活動支援隊 さが学美舎

うかい trans lators 大崎高校防災活動支援隊　誇りを胸に ＳＡＧＡ藻（そう）わたしたちのみらい

109／淑徳巣鴨高等学校（東京都） 110／香川県立三木高等学校 111／東京都立国立高等学校

美子文会 英会話部 ボランティア同好会

観音奉仕の思いで人を笑顔に Think globally Act locally 桜守

112／山梨学院高等学校 113／東京都立多摩工業高等学校 114／大阪府立枚岡樟風高等学校

ボランティア交流会 JRC部 瓢箪山戦隊ショウフウジャー（地域貢献部）

私たちのcreativeなボランティア！ 子ども用車椅子整備活動 地域密着型ヒーローで地域を元気に

115／徳島県立新野高等学校　他 116／龍谷富山高等学校 117／高知県立伊野商業高等学校
緑のリサイクル・ソーシャル・エコ・プロジェクトチーム 生徒会 和紙研究会

「2018　想創～挑み続ける龍富生～」 土佐和紙を世界遺産に環境教育を学ぶ生徒だからできる環境社会イノ
ベーション　エコ商品の開発から地域活性化に
向けた環境創生へ「私たちは3.11を忘れない」



118／愛媛県立宇和島水産高等学校 119／ぐんま国際アカデミー中高等部 120／豊南高等学校（東京都）

水産増殖科 女子高生ヘアドネーション同好会 手話部

ＥＳＤの観点による宇和海の環境保全活動 想いを届ける幸運のウィッグ 手話力向上笑顔満杯

121／栃木県立真岡女子高等学校 122／秋草学園高等学校（埼玉県） 123／カリタス女子中学高等学校（神奈川県）

JRC部 ボランティア部 アンジェラスの会

いのちを大切にする心を養う活動 祈る、学ぶ、働く、天使になり隊

124／千葉県立松戸南高等学校 125／兵庫県立柏原高等学校 126／埼玉県立ふじみ野高等学校

科学研究部 TEAM EEE ボランティア部（インターアクトクラブ） 生徒会執行部

若者の力をつなげて

127／福井県立若狭高等学校 128／福井県立若狭高等学校 129／大宮開成高等学校（埼玉県）

スキューバダイビング部 スキューバダイビング部 インターアクト部

砂浜の生物調査 「さりげないやさしさ」空を飛んでみよう～障がい者シュノーケリング
教室～

社会的弱者への防災教育の啓発と車いすマップ
の作成

地域との繋がりを大切に～高校生だからできる
こと～

活動①絶滅寸前の水草たちを守り抜け！水草
ゲージの開発　活動②放棄耕地よ甦れ！水撃パ
ワーで荒れ地を水田へ



130／大妻中野高等学校（東京都） 131／北海道標茶高等学校 132／鈴鹿高等学校（三重県）
JRC部 標茶おもてなしプロジェクト くお～れ

ALLをもっと身近に 外国クルーズ船乗客おもてなしボランティア

133／石川県立津幡高等学校 134／石川県立津幡高等学校 135／栃木県立学悠館高等学校 定時制
園芸部 朱鷺サポート隊 JRC部

伝統と文化を紡ぐ養蚕復活プロジェクト トキを通じた生物多様性の普及・啓発活動 地域の「防災活動」と「ボランティア活動」

136／愛知県立津島北高等学校 137／福岡県立水産高等学校 138／宮城県農業高等学校
商業活性化部 アクアライフ科 科学部復興プロジェクトチーム 

プロジェクトＴ 明日を生き　人をつなぐサクラへ 

139／立教池袋高等学校（東京都） 140／東京学芸大学附属国際中等教育学校 141／お茶の水女子大学附属高等学校（東京都）
生徒会＆英語部 ボランティア部 アフガン☆ボランティア部

リボンからアフリカを知る

クマリプロジェクト ーネパールの子どもの夢を
叶えようー

～共に生きる～　ボランティアから社会をつな
ぐ

KIFU no Chikara 〜いろんな「寄付」のカタチ
〜

みんなの心に笑顔の花を咲かせようプロジェク
ト



142／関東第一高等学校（東京都） 143／群馬県立前橋商業高等学校 144／富山国際大学付属高等学校
インターアクトクラブ インターアクト部 メディア・テクノロジー部

145／徳島市立高等学校 146／静岡県立富岳館高等学校 147／東京都立国際高等学校
Donor action in Tokushima 富岳特産物研究班 国際協力ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ同好会

若者から意思表示の輪を

ボランティア活動と交流（国際）を通して和を
ひろげよう

We enhance each other up while spreading
love. ～互いに高め合い、夢と絆を広げる～

特産物育成で富士宮に活力を！
～落花生でLet’sら活性！！～

Volunteer for the smile ～地域に根ざすボラン
ティア 未来に繋げるボランティア～

ソーシャルイノベーションにもとづいた臓器移
植意思表示啓発活動




