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都道府県 学校名
北海道 旭川大学高等学校
北海道 旭川明成高等学校
北海道 遺愛女子高等学校
北海道 奥尻町立北海道奥尻高等学校
北海道 札幌新陽高等学校
北海道 札幌聖心女子学院中学校・高等学校
北海道 札幌静修高等学校
北海道 札幌日本大学高等学校
北海道 北海道釧路明輝高等学校
北海道 北海道静内高等学校
北海道 北海道登別明日中等教育学校
北海道 北海道東川高等学校
北海道 北星学園女子高等学校
北海道 立命館慶祥高等学校
青森県 八戸聖ウルスラ学院高等学校
岩手県 岩手県立不来方高等学校
宮城県 宮城学院高等学校
宮城県 宮城県仙台二華高等学校
秋田県 秋田南高等学校
福島県 郡山女子大学附属高等学校
福島県 福島県立ふたば未来学園高等学校
福島県 福島県立只見高等学校
茨城県 東洋大学附属牛久高等学校
茨城県 茗溪学園高等学校
栃木県 栃木県立宇都宮中央女子高等学校
群馬県 群馬県立中央中等教育学校
群馬県 東京農業大学第二高等学校
埼玉県 浦和高等学校
埼玉県 埼玉県立羽生第一高等学校
埼玉県 埼玉県立岩槻高等学校
埼玉県 正智深谷高等学校
埼玉県 早稲田大学本庄高等学院
埼玉県 草加南高等学校
千葉県 松戸国際高等学校
千葉県 松戸市立松戸高等学校
千葉県 植草学園大学附属高等学校



千葉県 茂原北陵高等学校
千葉県 麗澤高等学校
東京都 お茶の水女子大学附属高等学校
東京都 啓明学園高等学校
東京都 佼成学園女子高等学校
東京都 国際基督教大学高等学校
東京都 桜美林高等学校
東京都 山脇学園高等学校
東京都 順天高等学校
東京都 小平高等学校
東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校
東京都 東京大学教育学部附属中等教育学校
東京都 品川女子学院高等部
東京都 富士見高等学校
東京都 法政大学高等学校
神奈川県 カリタス女子高等学校
神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校
神奈川県 横浜市立みなと総合高等学校
神奈川県 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
神奈川県 横浜市立桜丘高等学校
神奈川県 横浜市立東高等学校
神奈川県 横浜翠陵高等学校
神奈川県 横浜雙葉高等学校
神奈川県 公文国際学園高等部
神奈川県 座間総合高等学校
神奈川県 神奈川県立横須賀高等学校
神奈川県 神奈川県立横浜国際高等学校
神奈川県 神奈川県立横浜平沼高等学校
神奈川県 神奈川県立藤沢総合高等学校
神奈川県 神奈川県立柏陽高等学校
神奈川県 清泉女学院高等学校
神奈川県 捜真女学校高等学部
神奈川県 相模女子大学高等部
神奈川県 法政大学国際高等学校
新潟県 新潟県立高田高等学校
新潟県 新潟県立高田北城高等学校
新潟県 新潟県立新潟高等学校
新潟県 新潟県立新潟商業高等学校
新潟県 新潟県立新発田高等学校



新潟県 新潟清心女子高等学校
富山県 富山国際大学付属高等学校
石川県 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校
石川県 石川県立小松高等学校
福井県 啓新高等学校
福井県 高志高等学校
長野県 佐久長聖高等学校
長野県 長野県塩尻志学館高等学校
長野県 長野県篠ノ井高等学校
長野県 長野県上田高等学校
長野県 長野県長野高等学校
長野県 長野県飯田風越高等学校
長野県 長野市立長野高等学校
長野県 東京都市大学塩尻高等学校
岐阜県 岐阜県立関高等学校
岐阜県 岐阜県立大垣北高等学校
岐阜県 岐阜農林高等学校
岐阜県 聖マリア女学院高等学校
静岡県 聖隷クリストファー高等学校
静岡県 静岡県立三島北高等学校
静岡県 静岡聖光学院高等学校
静岡県 藤枝明誠高等学校
静岡県 不二聖心女子学院高等学校
愛知県 愛知啓成高等学校
愛知県 愛知県立旭丘高等学校
愛知県 愛知県立安城東高等学校
愛知県 愛知県立時習館高等学校
愛知県 愛知県立昭和高等学校
愛知県 愛知県立新川高等学校
愛知県 愛知県立大府高等学校
愛知県 愛知県立津島高等学校
愛知県 愛知県立半田高等学校
愛知県 愛知県立尾北高等学校
愛知県 愛知県立木曽川高等学校
愛知県 聖霊高等学校
愛知県 中部大学第一高等学校
愛知県 名古屋経済大学市邨高等学校
愛知県 名古屋市立菊里高等学校
愛知県 名古屋市立向陽高等学校



愛知県 名古屋市立北高等学校
愛知県 名古屋大学教育学部附属高等学校
愛知県 名城大学附属高等学校
三重県 高田高等学校
三重県 四日市高等学校
滋賀県 近江兄弟社高等学校
京都府 京都府立鳥羽高等学校
京都府 京都府立福知山高等学校
京都府 福知山成美高等学校
京都府 立命館宇治高等学校
京都府 立命館高等学校
大阪府 高槻高等学校
大阪府 清教学園高等学校
大阪府 大阪教育大学附属高等学校平野校舎
大阪府 大阪府立千里高等学校
大阪府 大阪府立長野高等学校
大阪府 大阪府立布施高等学校
大阪府 大阪府立北野高等学校
大阪府 大阪府立夕陽丘高等学校
大阪府 東海大学付属仰星高等学校
大阪府 同志社香里高等学校
大阪府 梅花高等学校
大阪府 明星高等学校
大阪府 浪速高等学校
兵庫県 芦屋学園高等学校
兵庫県 小林聖心女子学院高等学校
兵庫県 神戸山手女子高等学校
兵庫県 神戸女学院高等学部
兵庫県 神戸大学附属中等教育学校
兵庫県 兵庫県立伊丹高等学校
兵庫県 兵庫県立国際高等学校
兵庫県 兵庫県立北摂三田高等学校
兵庫県 明石工業高等専門学校
奈良県 育英西高等学校
奈良県 奈良県立高取国際高等学校
奈良県 奈良県立国際高等学校
和歌山県 和歌山県立日高高等学校
和歌山県 和歌山信愛高等学校
鳥取県 青翔開智高等学校



鳥取県 鳥取県立倉吉東高等学校
鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学校
島根県 島根県立隠岐島前高等学校
島根県 島根県立出雲高等学校
岡山県 金光学園高等学校
岡山県 清心女子高等学校
広島県 英数学館高等学校
広島県 広島市立広島中等教育学校
広島県 広島女学院高等学校
広島県 広島大学附属福山高等学校
山口県 サビエル高等学校
山口県 山口県立宇部高等学校
徳島県 徳島県立徳島北高等学校
香川県 香川県立高松北高等学校
香川県 香川県立三木高等学校
愛媛県 愛媛県立宇和島南中等教育学校
愛媛県 愛媛県立松山東高等学校
愛媛県 愛媛大学附属高等学校
高知県 高知県立高知西高等学校
福岡県 西南学院高等学校
福岡県 中村学園女子高等学校
福岡県 福岡県立朝倉高等学校
福岡県 福岡第一高等学校
福岡県 福岡雙葉高等学校
佐賀県 佐賀県立佐賀農業高等学校
佐賀県 佐賀県立小城高等学校
佐賀県 佐賀県立武雄高等学校
佐賀県 東明館高等学校
長崎県 長崎県立長崎東高等学校
熊本県 熊本県立済々黌高等学校
熊本県 八代白百合学園高等学校
大分県 岩田高等学校
宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校
宮崎県 宮崎県立日南振徳高等学校
宮崎県 宮崎県立本庄高等学校
宮崎県 日南学園高等学校
鹿児島県 鹿児島県立喜界高等学校
鹿児島県 鹿児島県立甲南高等学校
鹿児島県 樟南高等学校



鹿児島県 神村学園高等部
鹿児島県 池田学園池田高等学校
沖縄県 沖縄県立那覇国際高等学校
沖縄県 沖縄尚学高等学校

2020年3月11日現在　※受入れ決定状況によりさらに追加される可能性があります
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