
（研究期間:平成14～16年度） （研究期間:平成15～17年度） （研究期間:平成16～18年度） （研究期間:平成17～19年度） （研究期間:平成18～20年度） （研究期間:平成19～21年度）
学　　　校　　　名 学　　校　　名 学 　　校 　　名 学 　　校 　　名 学　　　校　　　名 学 　　校 　　名

道立 札幌国際情報高等学校 道立 函館中部高等学校 市立 北海道札幌清田高等学校 私立 札幌聖心女子学院高等学校 市立 滝川西高等学校
私立 旭川藤女子高等学校 道立 函館中部高等学校 道立 旭川北高等学校

2 青森県 私立 八戸聖ウルスラ学院高等学校
3 岩手県 私立 盛岡白百合学園高等学校 県立 不来方高等学校

県立 仙台東高等学校 私立 東北高等学校 県立 泉高等学校 市立 仙台市立仙台高等学校
私立 仙台白百合学園高等学校

県立 秋田南高等学校 私立 聖霊女子短期大学附属高等学校
県立 能代北高等学校

6 山形県 私立 羽黒高等学校 市立 山形市立商業高等学校 県立 高畠高等学校

県立 橘高等学校 県立 福島南高等学校
私立 桜の聖母学院高等学校

県立 日立第一、第二高等学校 県立 藤代高等学校 私立 大成女子高等学校
県立 高萩高等学校

9 栃木県 県立 宇都宮北高等学校 私立 白鷗大学足利高等学校
10 群馬県 県立 中央高等学校 県立 館林女子高等学校 県立 伊勢崎東高等学校 県立 高崎北高等学校 県立 太田東高等学校 県立 中央中等教育学校

県立 和光国際高等学校 県立 伊奈学園総合高等学校 県立 蕨高等学校
県立 南稜高等学校 県立 松山女子高等学校

県立 春日部女子高等学校
県立 成田国際高等学校 市立 千葉市立稲毛高等学校 県立 松戸国際高等学校 市立 千葉市立稲毛高等学校
私立 渋谷教育学園幕張高等学校 県立 千葉女子高等学校
都立 墨田川高等学校 都立 国際高等学校 私立 渋谷教育学園渋谷高等学校 私立 法政大学第一中・高等学校
私立 目白学園高等学校 私立 関東国際高等学校 私立 昭和女子大学附属昭和高等学校 私立 聖徳学園高等学校

私立 順心女子学園中学校・高等学校
都立 千早高等学校

県立 外語短期大学付属高等学校 私立 横浜国際女学院翠陵高等学校 県立 外語短期大学付属高等学校 私立 東海大学付属相模高等学校
市立 横浜市立横浜商業高等学校 県立 大和西高等学校
私立 慶應義塾湘南藤沢高等部

15 新潟県 県立 新潟商業高等学校 県立 村上中等教育学校 県立 柏崎翔洋中等教育学校
県立 富山南高等学校 県立 福岡高等学校 県立 新湊高等学校 私立 富山国際大学付属高等学校

私立 富山国際大学付属高等学校
県立 羽咋高等学校 県立 大聖寺高等学校 県立 羽咋高等学校
私立 北陸学院高等学校

18 福井県 私立 仁愛女子高等学校 県立 武生東高等学校 県立 勝山高等学校
19 山梨県 県立 甲府第一高等学校 私立 山梨学院大学附属高等学校
20 長野県 県立 長野西高等学校 県立 上田染谷丘高等学校
21 岐阜県 県立 各務原高等学校 私立 高山西高等学校 私立 中京高等学校

県立 浜松湖南高等学校 私立 東海大学付属翔洋高等学校
私立 加藤学園暁秀高等学校

県立 千種高等学校 県立 御津高等学校 私立 愛知啓成高等学校
市立 名東高等学校 県立 尾北高等学校

24 三重県 県立 川越高等学校 県立 宇治山田商業高等学校 県立 飯野高等学校
25 滋賀県 県立 米原高等学校 県立 国際情報高等学校 私立 滋賀学園高等学校

府立 嵯峨野高等学校 市立 京都市立紫野高等学校 私立 立命館宇治高等学校 府立 園部高等学校 府立 北稜高等学校
私立 立命館宇治高等学校 私立 京都外大西高等学校 市立 日吉ヶ丘高等学校
府立 千里高等学校 国立 大阪教育大学附属高校池田校舎 府立 長野高等学校 私立 堺女子高等学校 府立 寝屋川高等学校

私立 大阪女学院高等学校 府立 池田高等学校

県立 国際高等学校 県立 三木高等学校 市立 神戸市立葺合高等学校
県立 明石西高等学校
私立 関西学院高等部
県立 高取国際高等学校 市立 奈良市立一条高等学校 県立 登美ケ丘高等学校
私立 帝塚山高等学校

30 和歌山県 県立 星林高等学校 県立 那賀高等学校
31 鳥取県 県立 倉吉東高等学校 県立 八頭高等学校
32 島根県 県立 江津高等学校
33 岡山県 県立 岡山城東高等学校 私立 岡山学芸館高等学校 県立 倉敷南高等学校
34 広島県 県立 尾道東高等学校 市立 広島市立舟入高等学校 県立 尾道東高等学校
35 山口県 県立 華陵高等学校 県立 華陵高等学校
36 徳島県 県立 徳島北高等学校 県立 名西高等学校 県立 富岡西高等学校
37 香川県 市立 高松市立高松第一高等学校 県立 香川中央高等学校
38 愛媛県 県立 松山工業高等学校 県立 松山中央高等学校
39 高知県 県立 高知西高等学校 私立 明徳義塾高等学校 県立 高知南中学校・高等学校

県立 香住丘高等学校 私立 西南女学院高等学校 私立 福岡女学院高等学校
私立 福岡女学院高等学校

41 佐賀県 県立 唐津西高等学校
県立 長崎南高等学校 私立 長崎日本大学中学校・高等学校
県立 佐世保南高等学校

43 熊本県 県立 第一、東稜、熊本北高等学校 私立 ルーテル学院高等学校
44 大分県 県立 別府羽室台高等学校
45 宮崎県 私立 宮崎日本大学高等学校 県立 都城西高等学校

県立 志布志高等学校 私立 鹿児島純心女子高等学校
私立 鹿児島情報高等学校

47 沖縄県 県立 向陽高等学校

SELHi平成14年度～平成19年度指定校一覧

平成１９年度指定校

学校種

１６件１６校（内訳：公１４、私２）

12

平成１８年度指定校

学校種

３４件３４校（内訳：公２５、私９）

№ 都道府県

１６６件１６９校（内訳：国１，公１１５，私５０）１５０件１５３校（内訳：国１，公１０１，私４８）

8 茨城県

11 埼玉県

13 東京都

27 大阪府

平成１４年度指定 平成１５年度指定 平成１６年度指定 平成１７年度指定

学校種 学校種 学校種 学校種

1 北海道

4 宮城県

5 秋田県

7 福島県

千葉県

14 神奈川県

兵庫県

16 富山県

17 石川県

静岡県

26

１１６件１１９校（内訳：国１，公７６，私３９）
合　　計 １６件１８校（件数内訳：公１３，私３） ３４件３５校（件数内訳：国１，公立２５，私８） ３５件３５校（件数内訳：公２１、私１４）
累　　計 １６件１８校（件数内訳：公１３，私３） ５０件５３件（件数内訳：国１，公３８，私１１） ８５件８８校（件数内訳：国１，公５９，私２５）

29 奈良県

23 愛知県

22

28

３１件３１校（内訳：公１７、私１４）

46 鹿児島県

40 福岡県

42 長崎県

京都府
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