
都道府県 学校名 活動団体名

地域環境系列

標茶おもてなしプロジェクト

環境専攻班

ボランティアクラブ

ボランティア部

果樹専攻班

北海道阿寒高等学校 ボランティア局

北海道帯広南商業高等学校 ボランティア部

江陵高等学校 福祉クラブ

小樽双葉高等学校 奉仕活動部

市立札幌開成中等教育学校 ボランティア局

北海道函館水産高等学校 北のくにづくりチーム

札幌北斗高等学校 生徒会ボランティアチーム

遺愛女子高等学校 遺愛フードバンク

北海道三笠高等学校 地域連携部

北海道滝川高等学校 放送局

北海道大野農業高等学校 ボランティア部

池上学院高等学校 ボランティア部

市立札幌藻岩高等学校 困ったくま

TEAM FLORA PHOTONICS

伝統野菜班

4代目 TEAM PINE

5代目TEAM PINE

6代目 TEAM PINE

BubbleBoy&TreasureHunters

TEAM PINE

環境班Hunters

果樹研究班

野菜研究室

6次産業研究室

青森県立七戸高等学校 青少年赤十字部

青森県立青森南高等学校 JRC･ボランティア部

青森県立十和田西高等学校 十和田バラ焼きゼミナールベストパートナー『青森県立十和田西高 観光ＰＲセンター』

青森県立三本木農業恵拓高等学校 COW飼う’S

青森県立柏木農業高等学校 生物生産科課題研究野菜班

岩手県立前沢高等学校 生徒会

盛岡市立高等学校 自然科学部

岩手県立久慈高等学校 高校生まちおこし団体INSPIRE

科学部復興プロジェクトチーム

農業経営者クラブ

作物専攻班

築高ボランティア部

人のためプロジェクト

仙台白百合学園高等学校 社会奉仕部小百合会

尚絅学院高等学校 インターアクトクラブ

宮城県村田高等学校 JRC部

宮城県本吉響高等学校 ハンドインハンド部

宮城県石巻商業高等学校 生徒会執行部

聖和学園高等学校 聖和祭実行委員会

仙台育英学園高等学校 インターアクトクラブ

宮城県名取北高等学校 奉仕活動部

秋田県立大曲農業高等学校 生物工学部

秋田県立増田高等学校 農業科学科 野菜専攻班

秋田県立十和田高等学校 ボランティア部

秋田県立西目高等学校 ボランティア委員会

北海道大野農業高等学校

青森県立名久井農業高等学校

青森県立五所川原農林高等学校

北海道

青森県

北海道標茶高等学校

北海道士幌高等学校

岩手県

宮城県農業高等学校

宮城県築館高等学校

宮城県

秋田県



都道府県 学校名 活動団体名

環境システム研究会

土木・化学研究会科学ボランティアグループ

科学ボランティアグループ(SVG)

山形県立村山産業高等学校 農業部 バイオテクノロジー班

山形県立小国高等学校 小国を愛す白い森CHSプロジェクト

山形県立置賜農業高等学校 豆ガールズプロジェクト

読み聞かせボランティア部オイガ

JRCボランティア委員会

矢吹の町を支え隊

二代目矢吹の町を支え隊

福島県立平工業高等学校 生徒会

福島県立須賀川高等学校 JRC部

福島成蹊高等学校 JRC・IAC部

福島県立平支援学校 JRCボランティア部

福島県立郡山萌世高等学校 読み聞かせボランティア部

福島県立白河実業高等学校 機械科課題研究班

福島県立福島高等学校 サンキュー・カンボジア・プロジェクト

福島東稜高等学校 インターアクトクラブ

調理同好会

えとどりAED同好会

茨城県立伊奈高等学校 JINA

茨城県立岩井高等学校 生徒会・有志

茨城キリスト教学園高等学校 インターアクトクラブ

茗溪学園中学校高等学校 青少年赤十字同好会

水戸女子高等学校 インターアクトクラブ

科学研究実践活動グループ

科学研究部サンショウウオ班

栃木県立学悠館高等学校 JRC部

栃木県立真岡女子高等学校 JRC部

栃木県立鹿沼南高等学校 課題研究野菜班

栃木県立栃木農業高等学校 とちのう道普請プロジェクト班

國學院大學栃木高等学校 インターアクトクラブ

作新学院高等学校 地球環境クラブ

栃木県立小山西高等学校 JRC部

栃木県立栃木工業高等学校 栃工高国際ボランティアネットワーク

栃木県立鹿沼東高等学校 JRC部

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

前橋市立前橋高等学校

東京農業大学第二高等学校

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

#yellowforthefuture プロジェクトチーム

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

群馬県立松井田高等学校 吹奏楽部

群馬県立前橋商業高等学校 インターアクト部

群馬県立尾瀬高等学校 理科部

群馬県立利根実業高等学校 生物資源研究部

群馬県立渋川工業高等学校 JRC部

群馬県立館林高等学校 JRC部

群馬県高崎東高等学校 JRC部

福島県立光南高等学校

3G(Gather Glocal Generations) Lab in Gunma

ぐんま国際アカデミー中高等部

福島県立あさか開成高等学校

江戸川学園取手中・高等学校

栃木県立宇都宮北高等学校

福島県

栃木県

山形県立山形工業高等学校

茨城県

群馬県

山形県



都道府県 学校名 活動団体名

学友会　

生物部

川越救援隊 東北復興ボランティア

FFJクラブ

JRC部

生徒会

ボランティア部

JRC朋友会＆Global Studies Team　

ボランティア部

川口市立県陽高等学校 ※2018年、川口市立高等学校に統合

星野高等学校 国際文化部

さいたま市立浦和高等学校 青少年赤十字JRC 

埼玉県立浦和高等学校 定時制生徒会

埼玉県立本庄高等学校 TEAM柏

埼玉県立狭山緑陽高等学校 生徒会

埼玉県立栗橋北彩高等学校 ボランティア部

大川学園高等学校 大川学園高等学校

秋草学園高等学校 ボランティア部

埼玉県立ふじみ野高等学校 生徒会執行部

大宮開成高等学校 インターアクト部

埼玉県立大宮工業高等学校 インターアクトクラブ

開智高等学校 編集ボランティア活動

科学研究部 生物班

地域ボランティアチーム

理科研究部

生物部

科学研究部 TEAM EEE

科学研究部

科学研修部 TEAM QUAD-E

千葉県立館山総合高等学校 インターアクト部

船橋市立船橋高等学校 JRC同好会

千葉県安房西高等学校 JRC部

千葉県立津田沼高等学校 理科部 生物班

千葉県立船橋豊富高等学校 JRC・UNESCO部

千葉県立国分高等学校 バトントワリング部

国府台女子学院高等部 ボランティア部

千葉県立八千代西高等学校 図書委員会

千葉県立大多喜高等学校 大多喜共創プロジェクト

千葉県立我孫子東高等学校 図書委員会

麗澤中学・高等学校 SDGs研究会 EARTH

千葉県立安房高等学校 沖ノ島・森林再生チームX

光英VERITAS高等学校 インターアクト・ボランティア部

千葉県立四街道高等学校 JRC同好会

千葉県立八千代高等学校 図書委員会

埼玉県立川越総合高等学校

本庄第一高等学校

川口市立高等学校

千葉県立船橋芝山高等学校

千葉県

立教新座高等学校

千葉県立国府台高等学校

千葉県立松戸南高等学校

埼玉県



都道府県 学校名 活動団体名

アフガン☆ボランティア部

オプルムプロジェクト

ボランティア部

とも×とも

ソーシャルアクションチーム

インターアクトクラブ

バルーンアート・ハンドクラフトクラブ

都市工学科1年A組

生徒会

ラグビー部

JRC部

ING(Infinity Next Generation)

生徒会

安田学園インターアクトクラブ

ボランティア委員会

ゆりごころ

小百合会

きらきら星ネットとの共催でのクリスマス会

広尾学園インターナショナルコース翻訳

じゃかぷろ

広尾学園小石川高等学校　

成蹊学園高等学校　

世田谷学園高等学校

東京都立深川高等学校

東京都立科学技術高等学校

東洋高等学校 ボランティア部

東京都立杉並総合高等学校 国際交流委員会・とびたってみました、スギソウ組　Team F

淑徳巣鴨高等学校 美子文会

東京都立多摩工業高等学校 JRC部

順天高等学校 社会福祉部

藤村女子高等学校 児童文化部

東京都立蒲田高等学校 ボランティア部

東京都立目黒高等学校 生徒会

東京都立足立東高等学校 ボランティア部

立志舎高等学校 ボランティア同好会

京華女子高等学校 ボランティア同好会

八王子学園八王子高等学校 ボランティア部

蒲田女子高等学校 JRC部

東京都立橘高等学校 ボランティア同好会

攻玉社高等学校 ボランティア愛好会

青山学院高等部 ボランティア部

東京都立田柄高等学校 ボランティア部

桜丘高等学校 JRC部

東京都立国際高等学校 国際協力ボランティア同好会

豊南高等学校 手話部

獨協高等学校 緑のネットワーク委員会

東京都立大崎高等学校 防災活動支援隊

実践学園高等学校 環境プロジェクト

東京女学館高等学校 ボランティア部

愛国高等学校 インターアクトクラブ

大森学園高等学校 大森学園おもちゃの病院

東京都立国立高等学校 ボランティア同好会

立教池袋高等学校 生徒会＆英語部

関東第一高等学校 インターアクトクラブ

開智日本橋学園中学・高等学校 Kaichi Volunteer English Team

八王子実践高等学校 J-CLAP

共栄学園中学高等学校 ボランティア部

正則学園高等学校 編集ボランティア活動

東京都立千早高等学校 CBP(はなまる)

淑徳中学校・高等学校 社会福祉部

東京都

Read by Anna

商店街プロジェクト

広尾学園高等学校

お茶の水女子大学附属高等学校

白百合学園高等学校

小野学園女子高等学校 

東京都立田無工業高等学校

東京学芸大学附属国際中等教育学校

安田学園中学校高等学校

大妻中野中学校高等学校



都道府県 学校名 活動団体名

農業クラブ 草花部

農業クラブ 果樹部

養鶏部

農業クラブ本部

編集ボランティア活動

YAEIアクト部

日本女子大学附属高等学校 人形劇団ペロッコ

慶應義塾湘南藤沢高等部 環境プロジェクト

横浜市立横浜総合高等学校 ボランティア部

神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校 JRC部

神奈川県立麻生高等学校 GCC

立花学園高等学校 インターアクトクラブ

法政大学女子高等学校 エコ・アクション・プロジェクトチーム

川崎市立川崎高等学校 福祉ボランティア部

清泉女学院高等学校 生徒会

桐蔭学園高等学校 インターアクトクラブ

カリタス女子高等学校 アンジェラスの会

横須賀学院高等学校 インターアクト部

横浜清風高等学校 インターアクトクラブ

鎌倉学園中学高等学校 インターアクト部

神奈川県立横浜南陵高等学校 社会福祉部

洗足学園高等学校 編集ボランティア活動

鹿島学園高等学校横浜南キャンパス 編集ボランティア活動

清心女子高等学校 国際系２年（Amour Four Cambodia）

平塚学園高等学校 IAC部

神奈川県立光陵高等学校 保健委員会&生徒会執行部

横浜女学院中学校高等学校 YJG

湘南白百合学園中学高等学校 SDGs有志団体S.E.E.

富山県立氷見高等学校 JRC部

富山県立中央農業高等学校 河川環境を守り隊

富山県立砺波工業高等学校 工学部

龍谷富山高等学校 生徒会

富山国際大学付属高等学校 メディア・テクノロジー部

朱鷺サポート隊

園芸部

JRC部

ESS部・JRC部

ESS部

地域協働部

お城のまちの演奏隊

北陸高等学校 弓道部

福井県立若狭高等学校 スキューバダイビング部

福井県立鯖江高等学校 JRC部

福井県立福井商業高等学校 JRC部

福井県立大野高等学校 JRC「結」

身延山高等学校 手話コミュニケーション部

山梨英和高等学校 YWCAひまわり部

山梨学院高等学校 ボランティア交流会

エクセラン高等学校 環境科学コース

長野県下高井農林高等学校 園芸福祉クラブ

長野県駒ヶ根工業高等学校 助っ人同好会

長野県松川高等学校 ボランティア部

長野県更級農業高等学校 JRC部

福井県立足羽高等学校

福井県立丸岡高等学校

富山県

石川県

神奈川県立吉田島高等学校

山梨県

神奈川県立中央農業高等学校

石川県立津幡高等学校　

神奈川県

福井県

長野県

神奈川県立相模原弥栄高等学校



都道府県 学校名 活動団体名

生物部 カワニナ班

生物部　魚班

自然科学部 生物班

ESS部

岐阜県立岐阜工業高等学校 化学研究部

岐阜市立岐阜商業高等学校 岐阜市立岐阜商業高等学校

岐阜県立池田高等学校 家庭クラブ

岐阜県立羽島高等学校 Sクラブ

岐阜県立加茂農林高等学校 堂上蜂屋柿 Activation Pro

静岡県立浜松湖高等学校佐久間分校

静岡県立佐久間高等学校

静岡県立富岳館高等学校

静岡県立富士宮北高等学校

静岡県立富士宮西高等学校

静岡県立富士宮東高等学校

星陵高等学校

富士宮高等専修学校

静岡県立吉原高等学校

静岡学園高等学校

常葉大学附属橘高等学校

静岡県立静岡東高等学校

静岡北高等学校

静岡県立静岡高等学校

静岡市立高等学校

静岡女子高等学校

静岡県立静岡城北高等学校

農業クラブ 

健康福祉系列

ヤーコン研究班

富岳特産物研究班

「M-SIPP」

特定非営利活動法人New Universal Act

US

ボランティア部

探究ボランティア部

浜と松プロジェクトチーム

環境SDGsプロジェクト

奉仕活動委員会

環境デザイン「和植ラボ」

放送部

ボランティア委員会＆地方創生SHIMASHO

静岡県立磐田北高等学校 ひまわりの会

静岡県立掛川東高等学校 ボランティア部

静岡県立金谷高等学校 ボランティア部

静岡市立清水桜が丘高等学校 パソコン部

静岡県立磐田農業高等学校 高校生農業塾☆きらきら☆

静岡県立静岡農業高等学校 いきものがかり

静岡県立藤枝北高等学校 食品サイエンス部

浜松開誠館中学校高等学校 SDGs部

静岡県立焼津中央高等学校 ボランティア同好会

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

静岡県立吉原高等学校 JRC部

ボランティア団体『つばめ』

静岡県立島田商業高等学校

富士宮高校会議所

静岡県立駿河総合高等学校

オイスカ高等学校

ファーブル委員会

浜松学芸中学校・高等学校

岐阜県立岐山高等学校

静岡県

静岡県立富岳館高等学校

岐阜県立岐阜高等学校

岐阜県



都道府県 学校名 活動団体名

ボランティア同好会

SDG有志メンバー

桜花学園高等学校 インターアクトクラブ「しあわせ届け隊」

光ヶ丘女子高等学校 点訳部

名古屋経済大学高蔵高等学校 理科部

豊川高等学校 インターアクトクラブ

椙山女学園高等学校 社会福祉部

中部大学春日丘高等学校 インターアクトクラブ

愛知県立豊田工業高等学校 チームAMITAMA

南山高等学校女子部 小百合会

南山国際高等学校 ボランティア・グループ　Sクラブ

名古屋大谷高等学校 生徒会

愛知啓成高等学校 ボランティア部

愛知県立津島北高等学校 商業活性化部

日本福祉大学付属高等学校 国際協力部

愛知県立岡崎東高等学校 JRC部

愛知県立木曽川高等学校 総合実務部

トライ式高等学校中京キャンパス 課題研究講座

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

愛知県立内海高等学校 地域とあゆむボランティア

東邦高等学校 科学研究部

豊橋中央高等学校 ユネスコ同好会・ユネスコ委員会

聖霊高等学校 1年Ｂ組

愛知県立杏和高等学校 JRC部

海陽中等教育学校 STARCLE

愛知県立春日井東高等学校 ボランティア委員会

鈴鹿高等学校 クオーレ

セントヨゼフ女子学園高等学校 セントヨゼフ女子学園 学園会

三重県立亀山高等学校 インターアクト部

三重県四日市中央工業高等学校 理科部

三重県立昴学園高等学校 インターアクト部

鈴鹿中等教育学校 ニ代目SOM

三重県立明野高等学校 あかりのプロジェクト

滋賀県立八日市南高等学校 地域支援活動同好会

滋賀県立八幡高等学校 社会福祉部

MIHO美学院中等教育学校 信楽洗浄

国際センター

かまだす KUMATOMO

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）

京都府立綾部高等学校 由良川キャンパス 分析化学部

京都府立東稜高等学校 東稜高等学校

洛南高等学校 ボランティア同好会

ボランティア活動部

生徒会活動部

復興支援プロジェクト

生徒会･SDGsアフリカ教育問題研究チーム

生徒会･SDGs防災パンフレット作成チーム

大阪府立園芸高等学校 ビオトープ部

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（地域貢献部）

金蘭千里高等学校 ボランティア部

大阪府立東百舌鳥高等学校 東百舌鳥高等学校 有志

大阪府立堺工科高等学校 生徒会執行部

大阪府立佐野高等学校 ユネスコ部

金蘭会高等学校 ボランティア有志

関西学院千里国際中等部・高等部 SDGs For children

帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 ボランティア部

大阪府立泉北高等学校 泉北レモンプロモーション班

建国高等学校

大阪府立堺工科高等学校 定時制の課程

名古屋経済大学市邨高等学校

立命館宇治高等学校

京都府

大阪府

三重県

滋賀県

愛知県



都道府県 学校名 活動団体名

空飛ぶ車いす研究会

生徒会

フードバンク

EDS food プロジェクト

理科研究部

理科研究部×生徒会

災害食で地域活性化project team

SDG Project team

創造科学科３期生

創造科学科４期生なぁタンず

兵庫県立宝塚北高等学校

三田学園高等学校

須磨学園高等学校

神戸龍谷高等学校 JVC（ジュニアボランティアクラブ）

兵庫県立柏原高等学校 ボランティア部（インターアクトクラブ）

兵庫県立東播磨高等学校 生徒会

芦屋学園高等学校 ボランティア部

兵庫県立但馬農業高等学校 ボランティア部

神戸常盤女子高等学校 ボランティア部

兵庫県立神崎高等学校 ボランティア部・インターアクトクラブ

相生学院高等学校 明石校 創作絵本 ベンチプロジェクト

兵庫県立芦屋高等学校 ボランティア部

兵庫県立洲本実業高等学校 ソフトエネルギー研究ユニット

兵庫県立東播工業高等学校 空飛ぶ車いすサークル

神戸市立神港橘高等学校 DiReSt67

甲南高等学校 ボランティア委員会

兵庫県立北条高等学校 ふるさと創造部

兵庫県立伊川谷高等学校 ボランティア部

兵庫県立太子高等学校 Jコーラス部

奈良県立奈良情報商業高等学校

奈良情報商業高校・県立商業高校

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

橿原学院高等学校 インターアクトクラブ

奈良育英高等学校 生徒会・執行委員＆有志

奈良県立磯城野高等学校 Flowers

和歌山県立那賀高等学校 NAGA-B.C.C.　放送部

和歌山県立熊野高等学校 kumanoサポーターズリーダー

和歌山県立海南高等学校 美里分校 生徒会

開智高等学校 生徒会

和歌山県立伊都中央高等学校 生徒会・地域連携部

和歌山県立田辺高等学校 生物部

和歌山信愛中学校高等学校 Global Activity Club

和歌山県立和歌山北高等学校 JRC部

智辯学園和歌山高等学校 災害地域守り隊

島根県立平田高等学校 JRC部

出雲西高等学校 インターアクトクラブ

出雲北陵高等学校 インターアクトクラブ

奈良県

部局たまつえ

神戸大学附属中等教育学校

兵庫県立神戸商業高等学校

兵庫県立松陽高等学校

兵庫県立兵庫高等学校

ブックファームガーデン

島根県

神戸市立科学技術高等学校

兵庫県

和歌山県



都道府県 学校名 活動団体名

JRC部

地歴部

硬式野球部

アッケシソウを守るおかやま山陽プロジェクト(サッカー部・空手道部・ユネスコ部)

献血･骨髄バンクチーム

井原の魅力発掘委員会

YKG地域連携隊

インターアクトクラブ

栄養保健ゼミ

MOTTAINAIN

ワッショイ！とーかーず

ワッショイ！とーかーず・地域社会チーム

ワッショイ！とーかーず・子ども食堂チーム

金光学園高等学校

岡山龍谷高等学校

鹿島朝日高等学校

広島大学附属福山高等学校（広島県）

岡山県立笠岡工業高等学校

岡山県立笠岡商業高等学校

岡山県立笠岡高等学校

岡山県立倉敷古城池高等学校

岡山県立西備支援学校

岡山県立岡山大安寺中等教育学校

岡山県立矢掛高等学校

岡山県立高梁高等学校

倉敷翠松高等学校

おかやま山陽高等学校

就実高等学校

創志学園高等学校

岡山県立倉敷中央高等学校 福祉科

岡山県立笠岡商業高等学校 探究班

山陽学園高等学校 地歴部

第1学年

生徒会奉仕係

生徒会

Team Warm Blue 

広島市工サイエンス工房

平和の板金術師

広島なぎさ高等学校 ボランティア部

清水ヶ丘高等学校 インターアクトクラブ

広島県立瀬戸田高等学校 しまおこし事業部

広島市立大手町商業高等学校 生徒会

山口県立豊北高等学校 ボランティア研究会

山口県立宇部工業高等学校 ESD実行委員会

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

宇部フロンティア大学附属香川高等学校 ユネスコ部

山口県立萩高等学校 JRC部

徳島県立阿南光高等学校（旧名：新野高等学校） バイオテクノロジー部

徳島県立阿南光高等学校（旧名：新野高等学校）

徳島県立小松島西高等学校 勝浦校

徳島県立小松島高等学校

徳島県立徳島北高等学校

Donor action in Tokushima

市高ドナーアクション啓発委員会

市高ドナーアクション委員会

家庭クラブ

徳島県立徳島商業高等学校 ビジネス研究部 校内模擬会社ComCom

徳島県立那賀高等学校 青少年赤十字（JRC）部

徳島県立脇町高等学校 JRC部

山口県

広島市立広島工業高等学校

岡山県立矢掛高等学校

岡山学芸館高等学校

岡山県立倉敷古城池高等学校

緑のリサイクル・ソーシャル・エコ・プロジェクトチーム

山陽女子高等学校

福山暁の星女子高等学校

おかやま山陽高等学校

白石踊800年の伝統を受け継ぐ会

徳島市立高等学校

広島県立加計高等学校

徳島県

岡山県

広島県



都道府県 学校名 活動団体名

ボランティア同好会

英会話部

生徒会（献血ボランティアグループ）

三高みんなの食堂プロジェクト

坂出第一高等学校 食物科 料理研究部

香川県藤井高等学校 生徒会

香川県立高松商業高等学校 書道部

香川県立多度津高等学校 生物科学部

新田青雲中等教育学校 手話部

愛媛県立新居浜東高等学校 地域・国際研究部

愛媛県立宇和島東高等学校 ボランティア部

愛媛県立宇和島水産高等学校 水産増殖科

愛媛県立松山南高等学校 VYS同好会

高知県立嶺北高等学校 嶺北ECOFLUGELS

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

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 

高知県立伊野商業高等学校 和紙研究会

高知県立梼原高等学校 梼原ディスカバークラブ

福岡県立小倉工業高等学校 インターアクトクラブ

東筑紫学園高等学校 理科部

福岡県立水産高等学校 アクアライフ科

中村学園女子高等学校 インターアクトクラブ

福岡県立糸島農業高等学校 根っこ部

福岡常葉高等学校 ボランティア部

福岡県立直方特別支援学校 肢体不自由教育部門高等部AB類型

佐賀県立佐賀西高等学校

佐賀県立白石高等学校

佐賀県立武雄高等学校

佐賀県立致遠館高等学校

佐賀県立唐津東高等学校

佐賀清和高等学校 インターアクト部

佐賀県立鳥栖商業高等学校 インターアクト部

佐賀県立佐賀商業高等学校 さが学美舎

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

長崎女子高等学校 インターアクトクラブ

長崎県立島原農業高等学校 食品加工部

長崎県立諫早農業高等学校 食品科学部

甘味くらぶ

復興支援隊 がまだすモン！

ボランティア部 チームI

総合農業科環境コース･”もっと”木育！推進班

熊本県立熊本商業高等学校 JRC部

熊本県立鹿本農業高等学校 バイオ研究会

熊本県立阿蘇中央高等学校 草原再生プロジェクト班

熊本学園大学附属高等学校 学付ボランティア

熊本県立小国高等学校 3-1から地域活性

熊本県立玉名工業高等学校 JRC部

大分県立国東高等学校 JRC部

大分県立臼杵高等学校 ユネスコ部

大分県立大分商業高等学校 インターアクトクラブ

大分工業高等専門学校 足踏みミシンボランティア活動

イエメン支援隊

生活文化科プロジェクト

高校未来カフェ

宮崎県立宮崎農業高等学校 ボランティア部

宮崎学園中学・高等学校 インターアクト部

宮崎県立飯野高等学校

熊本県立熊本高等学校

香川県立三本松高等学校

SAGAでんと

香川県立三木高等学校

香川県

愛媛県

宮崎県

熊本県立南稜高等学校

大分県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県



都道府県 学校名 活動団体名

鹿児島県立鹿屋高等学校 インターアクトクラブ

鹿児島県立野田女子高等学校 ボランティア部

鹿児島純心女子高等学校 純心ボランティア部

沖縄県立宜野座高等学校 ボランティア部

エコ・リサーチ部

熱帯資源科 動物コース

PSP環境土木チーム

沖縄県立南部農林高等学校 バイオテクノロジー部

沖縄県立北部農林高等学校 林業緑地科＆エコ部

沖縄県立宮古総合実業高等学校 ボランティア部

カナダ Fort Richmond Collegiate 編集ボランティア活動

沖縄県立中部農林高等学校

沖縄県

鹿児島県


