
中学校の姉妹・友好提携及びその他交流状況

学校名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月

スリ･クアラルンプール･セカンダリー･スクール
 （Sri Kuala Lumpur Secondary School）

マレーシア クアラルンプール 年に一度、生徒･教師が相互訪問をする 2005/3

Bard High School Early College アメリカ合衆国 ニューヨーク 教員・生徒交流 2011/12

新モンゴル小中高一貫学校 モンゴル国 ウランバートル 教員・生徒交流 2011/9

Chapel Hill High School アメリカ合衆国 ノース・カロライナ州 教員・生徒交流 2011/7

Carrboro High School アメリカ合衆国 ノース・カロライナ州 教員・生徒交流 2011/7

East Chapel Hill High School アメリカ合衆国 ノース・カロライナ州 教員・生徒交流 2011/7

モンゴル国立教育大学附属学校 モンゴル国 ウランバートル TV会議交流 2016/4

Vilnius Sholom Aleichem Ort High School リストニア ヴィルニス 教員・生徒交流 2019/10

ダダガムワ小中学校
スリランカ民主社会主
義共和国

作品交換  文通 2001/11

岩倉市立岩倉中学校 新モンゴル高等学校 モンゴル国 ウランバートル市 相手校への訪問、相手校の受入 2014

岩倉市立南部中学校 新モンゴル高等学校 モンゴル国 ウランバートル市 相手校への訪問、相手校の受入 2015

設楽町立設楽中学校 トーマス中学校・サウス中学校 アメリカ合衆国 イリノイ州アーリントンハイツ市 相手校への訪問、相手校の受入、教職員の交流 2009

設楽町立津具中学校 トーマス中学校・サウス中学校 アメリカ合衆国 イリノイ州アーリントンハイツ市 相手校への訪問、相手校の受入、教職員の交流 2009

瀬戸市立祖東中学校 ワイコウワイ校 ニュージーランド オークランド市 相手校への訪問、相手校の受入 2002

瀬戸市立水野中学校 タカプナ中学校 ニュージーランド オークランド市 相手校への訪問、相手校の受入、教職員の交流 2002

瀬戸市立本山中学校 Rowville Secondary College オーストラリア連邦 ビクトリア州メルボルン市 相手校への訪問、相手校の受入 2004

リージェント・クリスチャン・アカデミー カナダ ブリティッシュコロンビアサレー市 相手校への訪問 2016

ブレーマーカレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州マセドンレンジズ 相手校への訪問、相手校の受入 2007

龍井中学校 大韓民国 全羅南道宝城郡 相手校の受入 2018

リバービュースクール アメリカ合衆国 カリフォルニア州リオビスタ市 相手校への訪問 2007

豊川市立小坂井中学校 T．D．BAKER　SCHOOL カナダ アルバータ州エドモントン 相手校への訪問、相手校の受入 2011

豊川市立御津中学校 テーラーズレイクスセカンダリーカレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州メルボルン市 相手校への訪問、相手校の受入、教職員の交流 2006

豊田市立浄水中学校 アシュバートン プライマリースクール オーストラリア連邦 ビクトリア州メルボルン市 テレビ電話での交流 2016

パシフィックアカデミー校 カナダ ブリティッシュコロンビア州バンクーバー 相手校への訪問 1997

美浜町立河和中学校 ニーアン中学校 シンガポール共和国 相手校への訪問、相手校の受入、教職員の交流 2007

美浜町立野間中学校 ニーアン中学校 シンガポール共和国 相手校への訪問、相手校の受入 2007

みよし市立北中学校 ノースサイドミドルスクール アメリカ合衆国 インディアナ州コロンバス市 文通・作品交換等 1995

みよし市立南中学校 セントラルミドルスクール アメリカ合衆国 インディアナ州コロンバス市 文通・作品交換等 1995

みよし市立三好丘中学校 ノースサイドミドルスクール アメリカ合衆国 インディアナ州コロンバス市 文通・作品交換等 1995

みよし市立三好中学校 セントラルミドルスクール アメリカ合衆国 インディアナ州コロンバス市 文通・作品交換等 1995

Ferny Grove State High School オーストラリア連邦 クイーンズランド州 生徒交流　語学研修 2013

泰北高級中学校 台湾 台北市
隔年ごとに相互訪問　教員・生徒交流・ホームステイ　式典時等
の生徒代表・教員間の相互訪問　生徒書面作品等の交換

1977/7

All Saints Anglican School オーストラリア連邦 クイーンズランド州 生徒交流・ホームステイ 2002

愛知工業大学名電中学校

愛知教育大学附属岡崎中学校

名古屋大学教育学部附属中学校

名古屋市立扇台中学校

東栄町立東栄中学校

東海市立上野中学校

豊根村立豊根中学校

常滑市立常滑中学校

飛島村立小中一貫教育校飛島学
園飛島中学校

愛知中学校
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学校名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月

南京市第一中学校 中華人民共和国 南京市 生徒来校  教員交流 2001/5/1

セントキャサリンズスクール オーストラリア連邦 メルボルン市 生徒来校　教員交流 1991/5

キングスレイスクール 英国 ウォリックシャー 教員・生徒訪問 2014/3

木浦貞明女子中学校・木浦貞明女子高等学校 大韓民国 全羅南道 親善訪問･受入 1990/10

全州紀全女子中学校・全州紀全女子高等学校 大韓民国 全羅北道 親善訪問･受入 1990/10

カイコライバレーカレッジ ニュージーランド ダニーデン市 文通　夏季研修旅行（相互） 1988

清潭中学校 大韓民国 ソウル市 文通・語学研修  ホームステイ（相互） 1998

Lourdes Hill College オーストラリア連邦 クイーンズランド州ブリスベン 生徒交流 2013

メントーン・ガールズ・グラマー　スクール オーストラリア連邦 ビクトリア州 語学研修 1989/1

ジロング・グラマースクール　グラモーガン・キャンパス オーストラリア連邦 ビクトリア州 語学研修 1988/3

シドニー・チャーチ・オブ・イングランド・コエデュケー
ショナル・グラマー・スクール

オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 語学研修 1983/4

バララット・アンド・クラレンドン・カレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 語学研修 1993/5

ビラヌーク・カレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 語学研修 1998/4

Mount Clear College オーストラリア連邦 ビクトリア州 語学研修 2015/8

マウント・セント・ジョゼフ・ガールズ・カレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 相互訪問　生徒・教員交流　ホームステイ 2006

Hamilton Junior High School ニュージーランド ハミルトン 語学研修　ホームステイ 2015/2

Haileybury College オーストラリア連邦 ビクトリア州メルボルン 相互訪問　生徒・教員交流　ホームステイ 2017/12

新モンゴル小中高一貫学校 モンゴル国 ウランバートル市 相互訪問　生徒・教員交流　ホームステイ 2018/6

St. Michaels University School カナダ ブリティッシュコロンビア州ビクトリア市
生徒交流（中学3年生）
※2020年度はコロナ禍により中止

2009/3

イオラニスクール アメリカ合衆国 ハワイ
生徒・教員の文化交流（柔道部等・ホームステイ受入）
※2020年度はコロナ禍により中止

2017/3

Te Aroha College ニュージーランド ワイカト 語学研修（2週間）　短期留学（2ヶ月） 2012/7

Montmorency Secondary College オーストラリア連邦 ビクトリア州メルボルン 語学研修　ホームステイ　短期ホームステイ受入 2012/7

Canterbury Girls' Secondary College オーストラリア連邦 ビクトリア州メルボルン 語学研修　ホームステイ　短期ホームステイ受入 2012/7

Marymede Catholic College オーストラリア連邦 ビクトリア州メルボルン 語学研修　ホームステイ　短期ホームステイ受入 2018/7

Altrincham Grammar School for Girls 英国 マンチェスター 生徒交流 2008/2

Nelson College ニュージーランド ネルソン 生徒交流 2010/8

Yio Chu Kang Secondary School シンガポール共和国 シンガポール 生徒交流 2010/7

College du Leman スイス連邦 ジュネーブ 生徒交流 2012/2

Kanchananukroh School タイ王国 バンコク 生徒交流 2012/5

La Salle Green Hills High School フィリピン共和国 マニラ 生徒交流 2012/5

University of Alberta カナダ エドモントン 生徒研修 2006/8

The Rivers School アメリカ合衆国 ボストン 生徒交流 2014/3

Immaculate Conception School of  Baliuag フィリピン共和国 ブラカン州 生徒交流 2015/9

Macquarie University オーストラリア連邦 シドニー 生徒交流 2016/8

King's College イギリス イングランド 生徒交流 2018/9

École polytechnique フランス パリ 生徒交流 2018/4

名古屋国際中学校

金城学院中学校

滝中学校

桜丘中学校

愛知淑徳中学校

名古屋経済大学市邨中学校

名古屋経済大学高蔵中学校

大成中学校

椙山女学園中学校

星城中学校

聖霊中学校
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学校名 提携・交流先 国・地域 州・省・市 交流内容 提携年月

Juan Diego Catholic High School アメリカ合衆国 ユタ州 生徒交流 2018/4

Lycée Georges Clemenceau フランス ランス 生徒交流 2019/4

キャンベラガールズグラマースクール オーストラリア連邦 ACT（首都特別区） 生徒交流　交換留学 1990/4

Mentone Grammar School オーストラリア連邦 ビクトリア州 長期交換留学　教員の訪問　インターネットによるメールの交換 1993/8

Eton College 英国 バークシャー 語学研修 1997/4

St Michaels University School カナダ BC州、ビクトリア市 語学研修、ホームステイ 2019/7

Iona College オーストラリア連邦 クイーンズランド州、ブリスベン市 語学研修、ホームステイ 2018/4

Christchurch Boys' High School ニュージーランド クライストチャーチ 3ヶ月留学※2020年度はコロナ禍により中止 2017

St Bede's College ニュージーランド クライストチャーチ 3ヶ月留学※2020年度はコロナ禍により中止 2017

St Thomas of Canterbury College ニュージーランド クライストチャーチ 3ヶ月留学※2020年度はコロナ禍により中止 2017

グレンローザ・ミドルスクール カナダ ブリティッシュコロンビア州 語学研修  ホームステイ 2000/10

コンスタブル・ニール・ブルース・ミドルスクール カナダ ブリティッシュコロンビア州 語学研修  ホームステイ 2015/11

中学校総計　　　　　 41校 81件

 うち国立              2校 8件

     公立 22校 22件

     私立             17校 50件

※姉妹提携によらない交流の場合、提携年月は交流開始年となります。

※国名は外務省の表記に準じます。

※県内小中学校はH30年度調査、名古屋市立小中学校はR1年度調査によるものです。

名古屋国際中学校

中部大学春日丘中学校

名古屋女子大学中学校

南山中学校（男子部）

名古屋中学校
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