
No. 都道府県 学校名 活動団体名

1 愛知県 トライ式高等学院千種キャンパス 課題研究講座ボランティアコース

2 奈良県 奈良県立商業・奈良情報商業高等学校 部局たまつえ

4 熊本県 熊本県立南稜高等学校 総合農業科環境コース・”もっと”木育！推進班
6 愛知県 名古屋経済大学市邨高等学校 社会科SDGs有志メンバー
7 滋賀県 滋賀県立八日市南高等学校 地域支援活動部

8 兵庫県 神戸市立科学技術高等学校 空飛ぶ車いす研究会

9 山形県 山形県立山形工業高等学校 土木・化学科 科学ボランティアグループ
10 東京都 安田学園中学校高等学校 安田学園インターアクトクラブ

11 神奈川県 神奈川県立相模原弥栄高等学校 YAEIアクト部
14 静岡県 浜松開誠館中学校高等学校 浜松開誠館SDGs部
15 滋賀県 MIHO美学院中等教育学校 信楽洗浄

16 静岡県 静岡県立焼津中央高等学校 ボランティア同好会

17 大分県 大分工業高等専門学校 足踏みミシンボランティア活動

18 岡山県
倉敷翠松・笠岡・金光学園・矢掛・創志学園・おかやま山陽・就実・

倉敷古城池高等学校、岡山大安寺中等教育学校、西備支援学校
白石踊800年の伝統を受け継ぐ会

19 千葉県 千葉県立国府台高等学校 生物部

20 大阪府 大阪府立泉北高等学校 泉北レモンプロモーション班

24 埼玉県 埼玉県立栗橋北彩高等学校 ボランティア部

27 東京都 八王子学園八王子高等学校 ボランティア部

28 群馬県 ぐんま国際アカデミー中高等部 女子高生ヘアドネーション同好会

29 茨城県 茗溪学園中学校高等学校 青少年赤十字同好会

31 栃木県 栃木県立鹿沼東高等学校 JRC部
32 青森県 青森県立青森南高等学校 ＪＲＣ・ボランティア部

33 静岡県
星陵・富士宮西・富士宮北・富士宮東・富岳館・

吉原高等学校、富士宮学園富士宮専修学校
富士宮高校会議所

36 福井県 福井県立大野高等学校 JRC「結」
37 大阪府 大阪府立堺工科高等学校 定時制の課程 ボランティア活動部

39 愛知県 中部大学春日丘高等学校 インターアクト部

40 和歌山県 和歌山県立熊野高等学校 Kumanoサポーターズリーダー製作班
43 兵庫県 兵庫県立伊川谷高等学校 ボランティア部

45 青森県 青森県立三本木農業恵拓高等学校 ＣＯＷ飼うʼＳ
47 岡山県 おかやま山陽高等学校 献血・骨髄バンクチーム

48 岡山県 清心女子高等学校 国際系２年(Amour Four Cambodia)
50 和歌山県 和歌山信愛高等学校 Global Activity Club
51 東京都 広尾学園小石川・成蹊学園・世田谷学園高等学校 Read by Anna 
52 愛知県 桜花学園高等学校 インターアクトクラブ

53 長野県 長野県更級農業高等学校 ＪＲＣ部

54 広島県 広島市立広島工業高等学校 平和の板金術師

56 和歌山県 和歌山県立那賀高等学校 放送部NAGA-B.C.C.
58 群馬県 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
59 山口県 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 ユネスコ部

60 徳島県 徳島市立高等学校 家庭クラブ

61 神奈川県 日本女子大学附属高等学校 人形劇団ペロッコクラブ

62 静岡県 静岡県立田方農業高等学校 ライフデザイン科セラピーコース

63 茨城県 江戸川学園取手高等学校 えどとりAED同好会
64 栃木県 栃木県立小山西高等学校 栃木県立小山西高等学校JRC部
65 徳島県 徳島県立徳島商業高等学校 校内模擬会社ComCom
67 沖縄県 沖縄県立北部農林高等学校 エコ部

69 静岡県 静岡県立駿河総合高等学校 US
70 青森県 青森県立五所川原農林高等学校 ６次産業研究室

71 東京都 東京都立千早高等学校 CBP（千早ビジネスプロジェクト）
72 和歌山県 智辯学園和歌山高等学校 災害地域守り隊

73 三重県 三重県立亀山高等学校 インターアクト部

74 徳島県 徳島市立高等学校 市高ドナーアクション委員会

75 岡山県 岡山県立倉敷古城池高等学校 ワッショイ！とーかーず 子ども食堂チーム
76 神奈川県 湘南白百合学園中学高等学校 SDGs有志団体S.E.E.
77 山梨県 身延山学園 身延山高等学校  手話コミュニケーション部

79 東京都 広尾学園高等学校 じゃかぷろ

80 静岡県 静岡県立島田商業高等学校 ボランティア委員会＆地方創生SHIMASHO
82 福島県 福島県立郡山萌世高等学校 読み聞かせボランティア
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83 栃木県 栃木県立学悠館高等学校 ＪＲＣ部

85 岡山県 岡山県立矢掛高等学校 井原の魅力発掘委員会

86 三重県 三重県立明野高等学校 あかりのプロジェクト

87 宮崎県 宮崎学園中学校・高等学校 インターアクト部

88 神奈川県 桐蔭学園高等学校 インターアクトクラブ

90 神奈川県 横浜女学院中学校高等学校 YJG
91 熊本県 熊本高等学校 甘味くらぶ

92 千葉県 千葉県立四街道高等学校 JRC同好会
93 青森県 青森県立柏木農業高等学校 生物生産科課題研究野菜班

96 福井県 福井県立福井商業高等学校 たたかう（？）JRC部
97 北海道 市立札幌藻岩高等学校 困ったくま

100 福島県 福島県立平工業高等学校  生徒会

103 宮城県 仙台育英学園高等学校 インターアクトクラブ

104 熊本県 熊本県立熊本高等学校 復興支援隊 がまだすモン！
106 香川県 香川県立三本松高等学校 三高みんなの食堂プロジェクト

108 北海道 北海道大野農業高等学校 ボランティア部

109 北海道 北海道大野農業高等学校 果樹専攻班

110 東京都 東京都立深川・東京都立科学技術高等学校 商店街プロジェクト

115 京都府 京都府立綾部高等学校 分析化学部

116 栃木県 栃木県立矢板東高等学校 リベラルアーツ同好会チームあさぼらけ

117 千葉県 麗澤高等学校 SDGs研究会「EARTH」
118 東京都 豊南高等学校  手話部

119 千葉県 千葉県立八千代高等学校 図書委員会

120 兵庫県 兵庫県立宝塚北・三田学園・須磨学園高等学校 ブックファームガーデン

121 群馬県
ぐんま国際アカデミー中高等部、

前橋市立前橋・東京農業大学第二高等学校
3G(Gather Glocal Generations) Lab in Gunma

122 岩手県 岩手県立久慈高等学校 高校生まちおこし団体ＩＮＳＰＩＲＥ

123 群馬県 ぐんま国際アカデミー中高等部  #yellowforthefuture プロジェクトチーム
124 東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校 ソーシャルアクションチーム

125 岡山県 山陽学園高等学校 地歴部

126 神奈川県 慶應義塾湘南藤沢高等部 環境プロジェクト

128 兵庫県 甲南高等学校 ボランティア委員会

129 佐賀県 佐賀県唐津東高等学校 SAGAでんと
130 東京都 淑徳中学高等学校 社会福祉部

131 岐阜県 岐阜県立岐山高等学校 自然科学部生物講座魚班

132 徳島県 徳島県立阿南光高等学校 緑のリサイクルソーシャルエコプロジェクトチーム

133 奈良県 奈良県立磯城野高等学校  Flowers
137 宮崎県 宮崎県立飯野高等学校 生活文化科プロジェクト

138 静岡県 オイスカ浜松国際高等学校 環境SDGsプロジェクト
139 静岡県 オイスカ浜松国際高等学校 奉仕活動委員会

144 山口県 山口県立柳井商工高等学校 まちづくりプロジェクトチーム



No. 都道府県 学校名（漢字） 団体名（漢字）

3 秋田県 秋田県立西目高等学校 ボランティア委員会

5 徳島県 徳島県立那賀高等学校 青少年赤十字（JRC）部
12 島根県 出雲西高等学校 インターアクトクラブ

13 福井県 北陸高等学校 北陸高校弓道部

21 埼玉県 埼玉県立大宮工業高等学校 インターアクトクラブ愛好会

22 愛知県 愛知県立内海高等学校 UTSUMI FUTURE FACTORY
23 福井県 福井県立足羽高等学校 足羽高校ESS部・JRC部・中国語部
25 愛媛県 愛媛県立松山南高等学校 VYS同好会
26 青森県 青森県立名久井農業高等学校 Flora Hunters
34 青森県 青森県立名久井農業高等学校 果樹研究班

35 熊本県 熊本県立小国高等学校 3-1から地域活性
38 兵庫県 兵庫県立北条高等学校 ふるさと創造部

41 大阪府 建国高等学校 生徒会・SDGsアフリカ教育問題研究チーム
42 大阪府 建国高等学校 生徒会・SDGs防災パンフレット作成チーム
44 東京都 関東第一高等学校 関東第一高等学校インターアクトクラブ

46 北海道 北海道士幌高等学校 士幌高校ボランティアクラブ

49 静岡県 静岡県立吉原高等学校 JRC部
55 和歌山県 和歌山県立和歌山北高等学校 ＪＲＣ部

57 北海道 池上学院高等学校 ボランティア部

66 徳島県 徳島県立脇町高等学校 JRC部
68 静岡県 静岡県立島田商業高等学校 放送部

78 静岡県
静岡学園・常葉大学附属橘・静岡北・静岡女子・

静岡市立・静岡東・静岡・静岡城北高等学校
ボランティア団体『つばめ』

81 高知県 高知県立梼原高等学校 梼原ディスカバークラブ

84 栃木県 栃木県立真岡女子高等学校 JRＣ部
89 神奈川県 神奈川県立光陵高等学校 保健委員会＆生徒会執行部

94 静岡県 浜松学芸高等学校 ボランティア部

95 埼玉県 秋草学園高等学校 ボランティア部

98 栃木県 國學院大學栃木高等学校 國學院大學栃木高等学校インターアクトクラブ

99 福岡県 福岡県立直方特別支援学校 肢体不自由教育部門高等部

101 群馬県 群馬県立渋川工業高等学校 群馬県立渋川工業高等学校JRC部
102 沖縄県 沖縄県県立宮古総合実業高校 ボランティア部

105 神奈川県 横浜清風高等学校 横浜清風インターアクトクラブ

107 香川県 香川県立三本松高等学校 高校生献血ボランティアグループ

111 千葉県 千葉県立松戸南校等学校 TEAM QUAD-E
112 東京都 淑徳巣鴨高校 美子文会

113 長野県 長野県松川高等学校 松川高校ボランティア部

114 福島県 福島東稜高等学校 福島東稜高等学校インターアクトクラブ

127 岡山県 岡山県立矢掛高等学校 YKG地域連携隊
134 高知県 高知県立伊野商業高等学校 商業技術部　土佐和紙研究会

135 埼玉県 立教新座高等学校 生物部

136 宮崎県 宮崎県立飯野高等学校 イエメン支援隊

140 静岡県 オイスカ浜松国際高等学校 環境デザイン「和植ラボ」

141 兵庫県 兵庫県立太子高等学校 兵庫県立太子高等学校　Jコーラス部
142 栃木県 作新学院高等学校 地球環境クラブ

143 東京都 順天中学高等学校 社会福祉部

145 千葉県 千葉県立大多喜高等学校 大多喜共創プロジェクト～いすみ鉄道・地域とともに～
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