
高等学校の姉妹・友好提携及びその他交流状況

提携・交流先 国名 州・省・市 交流内容 提携年月

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

United Nation International School アメリカ合衆国 ニューヨーク州 教員・生徒交流 2020/8

チェリーブルック工科高校 オーストラリア連邦 シドニー市 TV会議  合同授業　訪問団受け入れ（隔年） 2007/6

高雄市立高雄高級商業職業学校 台湾 高雄市 TV会議  合同授業  生徒の共同プレゼン　相互訪問 2011/11

ケパラバタス科学学校 マレーシア ペナン州 TV会議  合同授業　生徒・職員派遣 2016/11

中正高級職業高校 台湾 高雄市 愛知での国際交流プログラムにて共同プレゼンﾃｰション 2017/7

城南外国語高校 大韓民国 城南市 （国際英語科）生徒が相互に学校訪問 2012/11

金海建設工業高校 大韓民国 金海市 調整中 2016/8

ラジャ トゥン アズラン科学学校 マレーシア ペナン州 TV会議  合同授業　生徒・職員派遣 2017/3

東國大学校師範大学附属女子高校 大韓民国 ソウル市 訪問団受入　合同研究発表会　生徒・教員派遣 2017/6

ブルーマウンテンズグラマースクール オーストラリア ブルーマウンテンズ市 訪問団受入　市立高校生合同派遣団が訪問 2017/9

スコラ・スリ・プトゥリ マレーシア 夏季休業中等の人的交流 2016

高陽国際高校 大韓民国 冬季休業中等の人的交流 2016

ウエラント・カレッジ オランダ王国 南ホランド州 6月と11月に人的交流 1997/1

ベイサイドP-12カレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 夏季休業中等の人的交流 1985/6

ラ・ブロス農業高校 フランス共和国 ヨンヌ県 3年に一度訪問 1991/10

淮安生物工程高等職業学校 中華人民共和国 江蘇省　淮安市 不定期 2001/10

ラドリーカレッジ 英国 春季休業中等の人的交流 2013

カーワン・ステート・ハイスクール オーストラリア連邦 スカイプによる交流 2017

ウインザーセカンダリースクール カナダ ブリティッシュコロンビア州 不定期 2008/11

エルウッドカレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 夏季休業中等の人的交流 1983/11

キングエドワード６世ファイブウェイズスクール 英国 バーミンガム 春季休業中等の人的交流 2012/1

育達科技大学 台湾 不定期、インターンシップ 2016

リンカーンハイスクール ニュージーランド クライストチャーチ 夏季休業中等の人的交流 2006

エルズミアカレッジ ニュージーランド リーストン 夏季休業中等の人的交流 2010

マイレハウハイスクール ニュージーランド クライストチャーチ 夏季休業中等の人的交流 2014

ローズバッド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 夏季休業中等の人的交流 1991/8

ベンドシニアハイスクール アメリカ合衆国 オレゴン州 春季休業中等の人的交流 1974/4

マウンテンビューハイスクール アメリカ合衆国 オレゴン州 春季休業中等の人的交流 1974/4

サミットハイスクール アメリカ合衆国 オレゴン州 春季休業中等の人的交流 2009/8

スティーブンルイスセカンダリースクール カナダ オンタリオ州 夏季休業中等の人的交流 2012/7

韓国観光高等学校 大韓民国 ソウル 夏季休業中等の人的交流 2015/8

学　　校　　名

名古屋市立名古屋商業高等学校

名古屋市立名東高等学校

名古屋市立工芸高等学校

名古屋大学教育学部附属高等学校

名古屋市立向陽高等学校

名古屋市立山田高等学校

県立愛知商業高等学校

県立渥美農業高等学校

県立安城東高等学校

県立安城農林高等学校

県立一宮西高等学校

県立大府東高等学校

県立岡崎商業高等学校

県立加茂丘高等学校

県立蒲郡東高等学校

県立旭丘高等学校

県立一宮高等学校

県立大府高等学校

県立岡崎西高等学校

県立岡崎高等学校

県立刈谷北高等学校
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提携・交流先 国名 州・省・市 交流内容 提携年月学　　校　　名

マクレランカレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 国際テレビ電話システムによる授業などの交流 2015/9

SMKアミヌディンバキハイスクール マレーシア 夏季休業中等の人的交流 2015

イートンカレッジ 英国 バークシャー州 春季休業中等の人的交流 1988/8

オネフンガハイスクール ニュージーランド 夏季休業中等の人的交流 2017

アーンショーステートカレッジ オーストラリア連邦 クイーンズランド州 夏季休業中等の人的交流 2012/7

セントポールズスクール 英国 ロンドン 春季休業中等の人的交流 2011/1

セントポールズガールズスクール 英国 ロンドン 春季休業中等の人的交流 2011/9

オットフォンタウベギムナジウム ドイツ連邦共和国 ミュンヘン 春季休業中等の人的交流 2012/11

ジッ・シン・ハイスクール マレーシア 不定期 2017

スコットカウンティーハイスクール アメリカ合衆国 ケンタッキー州 夏季休業中等の人的交流 1991/9

コンコルドハイスクール オーストラリア連邦 春季休業中等の人的交流 2015

ナコンパトム聾学校 タイ王国 夏季休業中等の人的交流 2017

ワットスッターラムハイスクール タイ王国 夏季休業中等の人的交流 2017

Dunman High School シンガポール共和国 冬季休業中等の人的交流 2018

Raffles High School シンガポール共和国 冬季休業中等の人的交流 2018

ビエンチャンセカンダリースクール ラオス ビエンチャン市 春季休業中等の人的交流 2017

ブライトンセカンダリー・カレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 夏季休業中等の人的交流 1990

プレゼンテーションカレッジウィンザースクール オーストラリア連邦 ビクトリア州 夏季休業中等の人的交流 2015

レプトンスクール 英国 ダービーシャー州 春季休業中等の人的交流 2015

パスコべ一ルガールズカレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 夏季休業中等の人的交流 1993/10

バウチャーハイスクール アメリカ合衆国 オハイオ州 春季休業中等の人的交流 2004/11

樹人家事商業職業学校 台湾 人的交流 2013

メントンガールズ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 夏季休業中等の人的交流 2006/7

イースト・ウエスト・スクール・オブ・インターナショナル・スタディズ アメリカ合衆国 夏季休業中等の人的交流 2013

ヘイスティングスセカンダリーカレッジ オーストラリア連邦 夏季休業中等の人的交流 2015

キツラノセカンダリースクール カナダ ブリティッシュコロンビア州 春季休業中等の人的交流 2012/3

ウィンダムセントラルカレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 夏季休業中等の人的交流 2014

県立御津高等学校 テイ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 夏季休業中等の人的交流 2007/10

ワイヘキハイスクール ニュージーランド テレビ電話による交流 2017

ボーカムヒルズハイスクール オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 春季休業中等の人的交流 2013/3

ウェストミンスタースクール 英国 長期休業中の人的交流 2014

ハンティントンハイスクール アメリカ合衆国 メールによる交流 2018

クオリカム セカンダリー スクール(姉妹校） カナダ バンクーバー島 短期留学  長期留学　ホームステイ　修学旅行　相互訪問 2009/5

ハワイ大学 アメリカ合衆国 ハワイ州 語学研修　ドミトリーステイ 1985/7

クリフトンカレッジ 英国 ブリストル 語学研修　ホームステイ 2015/3

セントマーガレットセカンダリーアンドプライマリースクール(姉妹校） 香港 短期留学 ホームステイ 相互訪問 2018/6

ワイウクカレッジ ニュージーランド オークランド 長期留学 短期留学 ホームステイ 2018/7

ホーリークロスカトリックセカンダリースクール カナダ ピーターボロ 修学旅行 2019/11

PacificAcademy カナダ ブリティッシュコロンビア州 生徒交流 2006年頃

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 2013年頃

南京第九中学校 中華人民共和国 江蘇省 生徒交流 2005年頃

県立尾北高等学校

県立福江高等学校

県立横須賀高等学校

県立三谷水産高等学校

県立明和高等学校

愛知啓成高等学校

県立高蔵寺高等学校

県立豊田北高等学校

県立豊田西高等学校

愛知工業大学名電高等学校

県立西尾高等学校

県立木曽川高等学校

県立常滑高等学校

県立時習館高等学校

県立半田東高等学校

県立豊橋商業高等学校

県立豊田東高等学校

県立中川商業高等学校

県立中村高等学校

県立津島高等学校

県立昭和高等学校

県立成章高等学校

県立刈谷高等学校

県立刈谷北高等学校
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提携・交流先 国名 州・省・市 交流内容 提携年月学　　校　　名

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
(令和3年度は、ホームステイなどの交流活動は中止、ただしオ
ンラインでの生徒交流を実施）

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（令和3年度は、ホームステイなどの交
流活動は中止）

2002

Small　World　Link アメリカ合衆国 ユタ州・プロボ市
生徒交流・ホームステイ（令和3年度は、ホームステイなどの交
流活動は中止）

2013

アラダラハイスクール オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 教員・生徒交流 ※オンライン交流 1998/6

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 短期留学　※2021年度はコロナ禍により中止 2017/7

ブリティッシュコロンビア大学 カナダ バンクーバー 短期留学　※2021年度はコロナ禍により中止 2017/7

マッセーハイスクール ニュージーランド オークランド ターム留学　※2021年度はコロナ禍により中止 2018/1

南京市第一中学校 中華人民共和国 江蘇省南京市 教員・生徒交流 2000/4

セントキャサリンズスクール オーストラリア連邦 ビクトリア州メルボルン市 教員・生徒交流 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

ノートルダムカレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 教員・生徒交流　ホームステイ 2003/9

マリーナ高等学校 アメリカ合衆国 カリフォルニア州 教員・生徒交流　ホームステイ 2004/7

John. G. Diefenbaker High School カナダ Caigary Board of Education 私費留学1名　1年間（2020年2月1日～2021年1月29日） 2020/2

College de Champigny カナダ ケベック州
愛知県ロータリーの青少年交流活動の一環で来日、本校に留
学生として滞在

2019/9～
2020/7

ダニバーク高校 ニュージーランド ダニバーク 教員・生徒の相互訪問  交流  ホームステイ 1993/10

SD42（メイプルリッジ教育委員会） カナダ ブリティッシュコロンビア州 1年留学　ホームステイ 2017/8

泳薫高校 大韓民国 ソウル市 教員、生徒交流 2016/6

ホライズンクリスチャン高校 アメリカ合衆国 オレゴン州 教員・生徒の相互訪問　交流　ホームステイ 2020/4

グロスター地区公立高校 英国 グロースター州 3ヵ月留学・ホームステイ（令和3年度のみ） 2022/1

カンバラ女子校 オーストラリア連邦 シドニー
生徒の交換　短期留学※オンラインでの交流
※2020年度・2021年度はコロナ禍により海外渡航は中止

1995/12

国立蘭陽女子高級中学 台湾 宜蘭

生徒・教職員の相互訪問交流　異文化理解研修（姉妹校訪
問）　教職員の派遣（「日本文化講座」講師）
※オンラインでの交流
※2020年・2021年度度はコロナ禍により海外渡航は中止

2012/9

レッド・リンチ・カレッジ オーストラリア連邦 クイーンズランド州
生徒の交流　修学旅行（英語コース）※オンラインでの交流
※2020年度・2021年度はコロナ禍により海外渡航は中止

2011/10

セント　ドミニック　カレッジ ニュージーランド オークランド
ターム留学※オンラインでの交流
※2020年度・2021年度はコロナ禍により海外渡航は中止

2019/7

Esquimalt High School カナダ バンクーバー
ターム留学＊コロナ禍により、ニュージーランドでの実施が不可
能なため、2021年度はカナダで実施予定（２０２２年１月～３月）

2022/1

Spectrum Community Secondary School カナダ バンクーバー
ターム留学＊コロナ禍により、ニュージーランドでの実施が不可
能なため、2021年度はカナダで実施予定（２０２２年１月～３月）

2022/1

Lambrick Park Secondary School カナダ バンクーバー
ターム留学＊コロナ禍により、ニュージーランドでの実施が不可
能なため、2021年度はカナダで実施予定（２０２２年１月～３月）

2022/1

Reynolds Secondary Scool カナダ バンクーバー
ターム留学＊コロナ禍により、ニュージーランドでの実施が不可
能なため、2021年度はカナダで実施予定（２０２２年１月～３月）

2022/1

カナフッカ高校 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 生徒交流　短期留学 2021/12

愛知黎明高等学校

桜花学園高等学校

岡崎城西高等学校

愛知産業大学三河高等学校

愛知淑徳高等学校

愛知高等学校

安城学園高等学校

栄徳高等学校
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提携・交流先 国名 州・省・市 交流内容 提携年月学　　校　　名

ウィリアム・コレンソ・カレッジ ニュージーランド ネイピア 交換留学 2004/1

テームズ・ハイスクール ニュージーランド テームズ 交換留学 2004/1

育達高級商業高等学校 台湾 台北市 教員交流 1968/1

永登浦高等学校 大韓民国 ソウル市 教員交流 1984/10

陽川高等学校 大韓民国 ソウル市 教員交流 1990/4

建台高等中学校 台湾 苗栗県 親善訪問  受入 2015/10

マーキュリーベイエリアスクール ニュージーランド フィティアンガ 交換留学 2017/9

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

南京師範大学附属中学校 中華人民共和国 江蘇省南京市 教師の交換派遣　生徒語学研修旅行 1985/1

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 ホームステイ  交換留学（短期・長期） 1988/7

清潭中学校 大韓民国 ソウル特別市江南区 提携校 桜丘中学修学旅行 1998/4

カランドラ クリスチャン カレッジ オーストラリア連邦 クイーンズランド州カランドラ ホームステイプログラム（相互）1-4週間 2009/3

Aldergrove Secondary カナダ Langley 1年間留学・ホームステイ 2021/9

Brookswood Secondary カナダ Langley 1年間留学・ホームステイ 2021/9

Burnsview Secondary School カナダ Delta 1年間留学・ホームステイ 2021/9

Delta  Secondary School カナダ Delta 1年間留学・ホームステイ 2021/9

Delview Secondary School カナダ Delta 1年間留学・ホームステイ 2021/9

DW Poppy Secondary カナダ Langley 1年間留学・ホームステイ 2021/9

Garibaldi Secondary カナダ Maple 1年間留学・ホームステイ 2021/9

Langley Fundamental Secondary カナダ Langley 1年間留学・ホームステイ 2021/9

Langley Secondary カナダ Langley 1年間留学・ホームステイ 2021/9

Maple Ridge Secondary カナダ Maple 1年間留学・ホームステイ 2021/9

Samuel Roberson Secondary カナダ Maple 1年間留学・ホームステイ 2021/9

Sands Secondary School カナダ Delta 1年間留学・ホームステイ 2021/9

South Delta  Secondary School カナダ Delta 1年間留学・ホームステイ 2021/9

Walnut Grove Secondary カナダ Langley 1年間留学・ホームステイ 2021/9

ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジ アメリカ合衆国 ハワイ州 夏季語学研修、高大連携 2018/6

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

St.Aloysius Collelge オーストラリア連邦 南オーストラリア州 生徒短期留学 2003

Our Lady of the Sacred Heart College オーストラリア連邦 南オーストラリア州 生徒短期留学 2003

Mary MacKillop College オーストラリア連邦 南オーストラリア州 生徒短期留学 2004

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 生徒交換留学 1989/1

シドニー・チャーチ・オブ・イングランド・コウ・エデュケーショ
ナル・グラマー・スクール レッドランズ

オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 教員・生徒交換留学 1983/4

カシミヤ・ハイスクール ニュージーランド クライストチャーチ市 生徒交換留学 1996/7

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 生徒交換留学 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 生徒交換留学 1998/4

トリニティ・アングリカン・スクール オーストラリア連邦 クイーンズランド州 生徒交換留学 2004/5

メイヨウ・カレッジ インド アジメール 生徒交換留学 2001/4

北京市二十一世紀実験学校 中華人民共和国 北京市 生徒交流 2003/12

北京市八一中学 中華人民共和国 北京市 生徒交流 2003/12

マウント・クリアー・カレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 生徒交換留学 2015/8

聖カピタニオ女子高等学校

至学館高等学校

菊華高等学校

星城高等学校

金城学院高等学校

桜丘高等学校

修文女子高等学校

椙山女学園高等学校
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提携・交流先 国名 州・省・市 交流内容 提携年月学　　校　　名

フェイス・クリスチャン・アカデミー アメリカ合衆国 フロリダ州 生徒短期留学 2015/4

慈明高級中學 台湾 台中市 友好校・修学旅行 2015/11

ブリスベンガールズグラマースクール オーストラリア連邦 クイーンズランド州 長・短期交換留学  修学旅行  海外研修旅行 1978/7

ピンブルレディースカレッジ オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 長・短期交換留学  修学旅行  海外研修旅行 1978/7

メソディストレディースカレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 長・短期交換留学  修学旅行  海外研修旅行 1978/7

プレスバテリアンレディースカレッジ オーストラリア連邦 ウエスタンオーストラリア州 長・短期交換留学  修学旅行  海外研修旅行 1987/7

静修女子高級中学 台湾 台北市 長・短期交換留学  修学旅行  海外研修旅行 1994/11

セントジョセフナッジカレッジ オーストラリア連邦 クイーンズランド州 長・短期交換留学 2001/9

ウイットサンディーアングリカンスクール オーストラリア連邦 クイーンズランド州 長・短期交換留学 2001/9

マウントロスキルグラマースクール ニュージーランド オークランド 長・短期交換留学 2004/6

善一女子学園 大韓民国 ソウル 教職員交流  修学旅行  海外研修旅行 1984/8

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

Atlas Language School アイルランド ダブリン市 語学研修 2018/4

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

Sekolah Menengah Kebangsa Shah Alam マレーシア クアラルンプール 生徒交流  修学旅行 2018/10

Lethbridge Collegiate Institute カナダ アルバータ州・レスブリッジ 3ヶ月留学　ホームステイ 2021/2

Education First Honolulu Hawaii アメリカ合衆国 ハワイ州
語学研修　※2021年度はコロナ禍により中止
ホームステイ

2018/07

University College London 英国 ロンドン
生徒交流(高2)（UCL-JAPAN　YOUTH CHALLENGE参加）
※2021年度はオンライン開催

2016/7

ボストン大学 アメリカ合衆国 ボストン
語学研修と交流(高1)
※2021年度はコロナ禍により中止

2016/8

ハーバード大学 アメリカ合衆国 マサチューセッツ州
語学研修と交流(高1)
※2021年度はコロナ禍により中止

2016/8

マサチューセッツ工科大学 アメリカ合衆国 マサチューセッツ州
語学研修と交流(高1)
※2021年度はコロナ禍により中止

2016/8

イオラニスクール アメリカ合衆国 ハワイ州
生徒・教員の文化交流（柔道部等・ホームステイ受入）
※2021年度はコロナ禍により中止

2017/3

台湾大学　 台湾 台北市
修学旅行
※2021年度はコロナ禍により中止

2018/12

国立竹東高級中學　 台湾 新竹県
修学旅行
※2021年度はコロナ禍により中止

2018/12

惇敘高級工商職業學校 台湾 台北市
修学旅行
※2021年度はコロナ禍により中止

2018/12

漢西高等学校 大韓民国 ソウル 生徒・教員交流　相互訪問・相互学術研究 2015/4

Forest Hills High School アメリカ合衆国 ニューヨーク州ニューヨーク市 生徒・教員交流　相互訪問・相互学術研究 2017/10

St.Andrew's Regional High School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
ビクトリア

生徒・教員交流　相互訪問・相互学術研究 2019/6

アセンズ高校 アメリカ合衆国 オハイオ州 生徒交流 2016/3

ケローナ･セカンダリー・スクール カナダ ブリティッシュコロンビア州 交換留学  ホームステイ受入 1985

コンコーディア・ルスラン・カレッジ オーストラリア連邦 クイーンズランド州 語学研修旅行

南タンゲラン国立第２高校 インドネシア共和国 バンデン州 SGH海外研修　研修受入 2015

プナブール・ジャカルタ高校 インドネシア共和国 ジャカルタ SGH海外研修　研修受入 2015

中部大学春日丘高等学校

大成高等学校

中部大学第一高等学校

星城高等学校

清林館高等学校

中京大学附属中京高等学校

滝高等学校

聖霊高等学校

大同大学大同高等学校
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提携・交流先 国名 州・省・市 交流内容 提携年月学　　校　　名

ハノイ国家大学外国語学部附属高校 ベトナム社会主義共和国 ハノイ SGH海外研修 2015

ベンジャマラシュテイトスクール タイ王国 ナコンシタマラート 研修受け入れ 2018

Mt. Baker Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
クランブルック市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2012/1

Sparwood Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
スパーウッド市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2012/1

Fernie Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
ファーニー市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2012/1

Elkford Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
エルクフォード市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2012/1

Selkirk Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
キンバリー市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2012/1

David Thompson Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
インバミア市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2012/1

Golden Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
ゴールデン市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2012/1

L.V. Rogers Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
ネルソン市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2012/1

Prince Charles Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
クレストン市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2012/1

Salmo Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
サルモ市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2012/1

Belmont Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
ラングフォード市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2014/9

Edward Milne Community School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
スーク市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2014/9

Royal Bay Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
カルウッド市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2014/9

Gulf Islands Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
ソルト・スプリング・アイランド市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2014/9

Kwalikum Secondary School カナダ
ブリティッシュコロンビア州
パークスビル市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Ecole Ballenas Secondary	 カナダ
ブリティッシュコロンビア州
クオレカム市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Georges P. Vanier Secondary	 カナダ
ブリティッシュコロンビア州クート
ネイ市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Glacier View Secondary	 カナダ
ブリティッシュコロンビア州クート
ネイ市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Highland Secondary	 カナダ
ブリティッシュコロンビア州コモッ
クス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Mark R. Isfeld Secondary	 カナダ
ブリティッシュコロンビア州クート
ネイ市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Barriere Secondary カナダ
ブリティッシュコロンビア州カム
ループス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

中部大学春日丘高等学校

東海学園高等学校
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提携・交流先 国名 州・省・市 交流内容 提携年月学　　校　　名

Chase Secondary カナダ
ブリティッシュコロンビア州カム
ループス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Clearwater Secondary カナダ
ブリティッシュコロンビア州カム
ループス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Logan Lake Secondary カナダ
ブリティッシュコロンビア州カム
ループス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Logan Lake Secondary  カナダ
ブリティッシュコロンビア州カム
ループス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

NorKam Senior Secondary カナダ
ブリティッシュコロンビア州カム
ループス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Sa-Hali Secondary カナダ
ブリティッシュコロンビア州カム
ループス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

South Kamloops Secondary カナダ
ブリティッシュコロンビア州カム
ループス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Valleyview Secondary カナダ
ブリティッシュコロンビア州カム
ループス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

Westsyde Secondary カナダ
ブリティッシュコロンビア州カム
ループス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2020/9

International Gateway Kelowna カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
ケローナ市

語学研修　ホームステイ 2017/1

Vanwest College Kelowna カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
ケローナ市

学生交流 2012/1

Montreal Dsc Langage School カナダ ケベック州モントリオール市 学生交流 2012/1

Summerland Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
ペンティクトン市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2018/4

École Ballenas Secondary カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州パー
クスビル市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2021/1

Kwalikum Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州クオ
リカムビーチ市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2021/1

G.P. VANIER SECONDARY SCHOOL カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州コ
モックス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2021/1

Highland Secondary School カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州コー
トネイ市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2021/1

Mark Isfeld LogoMARK R. ISFELD SECONDARY
SCHOOL

カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州コー
トネイ市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2021/1

Bentley School カナダ
アルバータ州ベントレー市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2021/1

Alix-MAC School カナダ
アルバータ州アリックス市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2021/1

Rimbey Senior High School カナダ
アルバータ州リンベイ市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2021/1

Ponoka Secondary School カナダ
アルバータ州ポノカ市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2021/1

Lacombe Composite High School カナダ
アルバータ州ラコンベ市

1年留学・半年留学  ホームステイ 2021/1

東海学園高等学校
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提携・交流先 国名 州・省・市 交流内容 提携年月学　　校　　名

Unity College オーストラリア連邦 クイーンズランド州 語学研修 2008

南京外国語学校 中華人民共和国 江蘇省南京市 教員・生徒交流 1988/9

シャーリーボーイズ・ハイスクール ニュージーランド クライストチャーチ市 教員・生徒交流 交換留学 1991/5

マリアン・カレッジ ニュージーランド クライストチャーチ市 教員・生徒交流 交換留学 1991/7

サレジアン・カレッジ オーストラリア連邦 ビクトリア州 教員・生徒交流 1997/8

上一女子高等学校 大韓民国 ソウル 教員・生徒交流、美術交流 2016/8

ザルツマンシューレ ドイツ連邦共和国 チューリンゲン州 教員・生徒交流 2017/9

天安仏堂高校 大韓民国 天安市 教員・生徒交流 2019/1

ギルロイ・カソリック・カレッジ オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 旅行団相互訪問　ホームステイ 1988/10

社団法人青年海外協力協会VICA 中華人民共和国 内モンゴル自治区 生徒交流24名 2010/6

OAK PARK and River Forest High School, JAFS アメリカ合衆国 イリノイ州 生徒交流2名　ホームステイ 2010/6～7

Whitfield School, JAFS アメリカ合衆国 ミズーリ州 生徒交流1名　ホームステイ 2012/6～7

Bundesober stufenreal gymnasium Deut-Wagram オーストリア共和国 Bundesober 短期留学　ホームステイ 2013/4～8

Raleigh Charter High School アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 生徒交流　ホームステイ 2013/6～7

Michigan City High School アメリカ合衆国 インディアナ州 生徒交流　ホームステイ 2013/6～7

Talsi State Gymnasium ラトビア共和国 タルシ州タルシ 短期留学　ホームステイ
2015/4～
2016/1

High Tech High School アメリカ合衆国 ニュージャージー州 生徒交流　ホームステイ 2015/7～8

Millard North High School アメリカ合衆国 ネブラスカ州オマハ 短期留学　ホームステイ
2015/9～
2016/7

Wirtschaftsgymnasium Basel スイス連邦 ベイスル 短期留学　ホームステイ
2016/4～
2017/1

Leibniz Oberschule ドイツ連邦共和国 ベルリン 短期留学　ホームステイ
2016/4～
2017/1

西松高級中学 台湾 台北市 生徒交流　修学旅行
2015/3、
2016/3

善化高級中学 台湾 台南市
姉妹校提携（2017） 学校交流（2018/6～、2019/6～） 　修学旅
行（2017/3、2018/3、2019/6）

Davidson Academy of Nevada アメリカ合衆国 Nevada 生徒交流 2017/6～8

Gesamtchule Am  Rosenberg ドイツ連邦共和国 Hofheim 短期留学　ホームステイ
2017/4～
2018/1

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio フィンランド共和国 ヘルシンキ 短期留学　ホームステイ
2018/4～
2019/1

Prince Royal’s College タイ王国 Chiang Mai 短期留学　ホームステイ
2019/4～
2020/1

ブラックフライアーズ高校 オーストラリア連邦 南オーストラリア州 文化・英語研修  ホームステイ（旅行団相互訪問） 2004/8

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）　ホームステイ 2012/7

New Westminster High School カナダ
ブリティッシュコロンビア州
ニューウエストミンスター市

1年留学　ホームステイ

Canadian College of English Language カナダ
ブリティッシュコロンビア州
バンクーバー市

語学研修　ホームステイ

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

名古屋経済大学高蔵高等学校

同朋高等学校

東邦高等学校

名古屋大谷高等学校

名古屋経済大学市邨高等学校

豊田大谷高等学校

豊橋中央高等学校
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提携・交流先 国名 州・省・市 交流内容 提携年月学　　校　　名

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

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 ブラロン州 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

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

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

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

California State University,Fullerton アメリカ合衆国 カリフォルニア州 生徒交流 2019/7

The University of South Australia オーストラリア連邦 アデレード 生徒交流 2019/7

Brock University カナダ オンタリオ州 生徒交流 2019/7

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） 学生交流　交換留学 1990/4

Cranbrook School オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 生徒交流　短期受入※2021年度はコロナ禍により中止 1998

Sydney Church of England Grammar School (Shore) オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 生徒交流　短期受入※2021年度はコロナ禍により中止 1998

Sydney Technical High School オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 生徒交流　短期受入※2021年度はコロナ禍により中止 1998

East Hills Boys High School オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 生徒交流　短期受入※2021年度はコロナ禍により中止 2017

Hopewell High School (ホープウェル ハイスクール) アメリカ合衆国 ノース・キャロライナ州 交換留学 2006/4

Sandringham College オーストラリア連邦 ビクトリア州 姉妹校提携 2007/11

Shafston　College オーストラリア連邦 ブリスベン 2か月間語学研修

Silay Institute フィリピン共和国 シライ市
夏休み2週間スタディツアー及び日本への受入 遠隔授業の実
施　教員のExchange Intern

2017/1

高雄市立鼓山高級中学校 台湾 高雄市 生徒交流　アジア学生交流プログラムに一緒に出場する

Peachgrove Intermediate ニュージーランド ハミルトン ホームステイ　語学研修（２週間） 2018〜

Lynfield College ニュージーランド オークランド ホームステイ　語学留学（３か月） 2018〜

Groves Christian College オーストラリア連邦 ブリスベン ホームステイ　語学留学（３か月） 2018〜

Ecole St.Mary High School カナダ サスカチュワン ホームステイ　語学留学（３か月） 2019〜

ブラックウッドＨＳ オーストラリア連邦 アデレード ホームステイ　語学留学（１年） 2012〜

グレナンガＨＳ オーストラリア連邦 アデレード ホームステイ　語学留学（１年） 2018〜

ハレットコーブＨＳ オーストラリア連邦 アデレード ホームステイ　語学留学（１年） 2018〜

ヘンリーHＳ オーストラリア連邦 アデレード ホームステイ　語学留学（1年） 2013～

名古屋女子大学高等学校

南山国際高等学校

南山高等学校（男子部）

人間環境大学岡崎学園高等学校

名古屋高等学校

日本福祉大学付属高等学校

名古屋国際高等学校
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提携・交流先 国名 州・省・市 交流内容 提携年月学　　校　　名

チャールズキャンベルＨＳ オーストラリア連邦 アデレード ホームステイ　語学留学（1年） 2014～

アンリ―ＨＳ オーストラリア連邦 アデレード ホームステイ　語学留学（1年） 2017～

ブライトンＨＳ オーストラリア連邦 アデレード ホームステイ　語学留学（1年） 2018～

ディビッドソンＨＳ オーストラリア連邦 シドニー ホームステイ　語学留学（1年） 2020～

セイクレッド・ハート ガールズ カレッジ ニュージーランド ハミルトン
ホームステイ 　交換留学
※新型コロナウイルスの影響で実施せず。

1988/8

セント ピーターズ・カレッジ ニュージーランド ゴア
ホームステイ 　交換留学
※新型コロナウイルスの影響で実施せず。

1995/7

ギプスランド・グラマー・スクール オーストラリア連邦 ビクトリア州
ホームステイ 　交換留学  助手の交換
※新型コロナウイルスの影響で実施せず。 1989/11

静修女子高級中学 台湾 台北市
ホームステイ 　交換留学
※新型コロナウイルスの影響で実施せず。

1999/2

コロア･アングリカン・ガールズスクール オーストラリア連邦 ビクトリア州
ホームステイ
※新型コロナウイルスの影響で実施せず。

2017/7～

マイアミ キリアン高校 アメリカ合衆国 フロリダ州 提携校 1984/9

メサ大学 アメリカ合衆国 コロラド州 留学提携校 1986/6

三信高級家事商業職業学校 台湾 高雄 生徒交流  修学旅行 1989/10

ワイヘキ高校 ニュージーランド オークランド 提携校 1995/8

養明高校 大韓民国 安養市 生徒交流  修学旅行 1999/5

養明女子高校 大韓民国 安養市 生徒交流  修学旅行 1999/5

美林女子高校 大韓民国 ソウル 提携校 1983/12

西イリノイ大学 アメリカ合衆国 イリノイ州 留学提携校 1984/7

エドモンド短期大学 アメリカ合衆国 ワシントン州 留学提携校 1985/8

パール シティ高校 アメリカ合衆国 ハワイ州 提携校 1987/8

バーシティー国際高校 アメリカ合衆国 ハワイ州 提携校 1991/7

スノーキャニオン高校 アメリカ合衆国 ユタ州 提携校 1997/10

ニューサウスウェールズ大学 オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 留学提携校 1988/6

ニュージーランド ウエリントン

オーストラリア連邦 ブリスベン

ウィタン大学 英国 レディング 留学提携校 1998/10

景明女子高校 大韓民国 大邱 提携校 1984/9

蘇州第四中学 中華人民共和国 蘇州 提携校 2003/8

Tanjung Puteri 高等専門学校 マレーシア ジョホールバール 生徒交流 2012/10

永春高級中学 台湾 台北市 生徒交流 2017/12

泰山高級中学・高校 台湾 新北市 生徒交流 2019/12

プリンセスチュラボーン サイエンスハイスクールトラン校 タイ王国 トラン県 生徒交流　ＳＳＨ海外研修 2015～

KVIS Science Academy タイ王国 ラヨン県 教員・生徒交流　ＳＳＨ海外研修 2016～

ウブド第一高校 インドネシア共和国 バリ ＳＧＨ海外研修・グローバルフィールドワーク 2013～

STIBACollege of Foreign Languages(STIBA)Saraswati インドネシア共和国 バリ ＳＧＨ海外研修・グローバルフィールドワーク 2013～

国立台中科技大学 台湾 台中 ＳＧＨ海外研修・グローバルフィールドワーク 2016～

四維高級中学 台湾 花蓮 修学旅行 2013～

名城大学附属高等学校

1993/7留学提携校パシフィック国際大学

誉高等学校

人間環境大学岡崎学園高等学校

光ケ丘女子高等学校
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提携・交流先 国名 州・省・市 交流内容 提携年月学　　校　　名

シラパコーン大学　工学部 タイ王国 Nakhon Pathom Province 学術交流協定 2019/5

アルバルカ応用大学 ヨルダン王国 Al-Salt 学術交流協定 2019/7

 高校総計　　　　　　 88校 337件

   うち国立 2校 10件

        公立              42校 62件

        私立             44校 265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。

※県立高等学校はH30年度調査、名古屋市立高等学校はR1年度調査によるものです。

豊田工業高等専門学校
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