別紙２

令和２年度「ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業」カリキュラム開発拠点校一覧
所在する 設置者
都道府県

東京都

長野県

京都府

種別

私立

公立

公立

管理機関

カリキュラム開発拠点校＊１

共同実施校＊２

機関名

学校名

学校名

学校法人
富士見丘学園

長野県
教育委員会

京都府
教育委員会

富士見丘高等学校

長野県上田高等学校

京都府立鳥羽高等学校

-

連携校＊３
学校名（国内）

学校名（国外）
Raffles Girls’ School（シンガポール）

池田高等学校（私立）

Kalani High School（アメリカ）

沖縄尚学高等学校（私立）

St. John’s School（アメリカ）

長野県長野高等学校（公立）

長野県野沢北高等学校（公立）

延平高級中学（台湾）

長野県松本県ヶ丘高等学校

長野県篠ノ井高等学校（公立）

長野県伊那北高等学校（公立）

苗栗高級中学（台湾）

（公立）

長野県屋代高等学校（公立）

長野県飯田高等学校（公立）

新竹女子高級中学（台湾）

長野県上田染谷丘高等学校（公立）

長野県松本深志高等学校（公立）

科学工業園区実験高級中学（台湾）

京都府立山城高等学校（公立）

京都府立西城陽高等学校（公立）

京都府立洛北高等学校（公立）

京都府立南陽高等学校（公立）

京都府立嵯峨野高等学校（公立）

京都府立園部高等学校（公立）

京都府立福知山高等学校

京都府立洛西高等学校（公立）

京都府立峰山高等学校（公立）

（公立）

京都府立桃山高等学校（公立）

秋田県立秋田南高等学校（公立）

京都府立東宇治高等学校（公立）

九里学園高等学校（私立）

京都府立莵道高等学校（公立）

千葉県立成田国際高等学校（公立）

京都府立城南菱創高等学校（公立）

沖縄県立那覇国際高等学校（公立）

ハンヨン高校（韓国）
上海市嘉定一中（中国）
西安交通大学附属中学（中国）
台中市立台中工業高級中等學校（台湾）
ヌヴェール高校（フランス）

イゾルデ・クルツ・ギムナジウム（ドイツ）

京都府

私立

学校法人
同志社

同志社国際高等学校

-

京都聖母学院高等学校（私立）

洛星高等学校（私立）

梨花女子外国語高等学校（韓国）

ノートルダム女学院高等学校（私立）

同志社高等学校（私立）

エコール・ジャニンヌ・マヌエル（フランス）

武蔵野大学高等学校（私立）

同志社香里高等学校（私立）

ヌエバ・アッパー・スクール（アメリカ）

武蔵野大学附属千代田高等学院（私立）

同志社女子高等学校（私立）

ストックホルム日本人補習学校（スウェーデン）
プリンストン日本語学校（アメリカ）

大阪府立千里高等学校（公立）

大阪府

国立

大阪教育大学附属高等学校

大阪府立住吉高等学校（公立）

高雄師範大学附属高級中学（台湾）

天王寺校舎（国立）

大阪府立泉北高等学校（公立）

トリアムウドムスクサ高校（タイ）

国立大学法人 大阪教育大学附属高等学校

大阪教育大学附属高等学校

大阪教育大学附属特別支援学校（国立）

和歌山県立星林高等学校（公立）

ヘイスティングガールズ高校

大阪教育大学 平野校舎

池田校舎（国立）

神戸大学附属中等教育学校（国立）

沖縄県立那覇国際高等学校（公立）

（ニュージーランド）

奈良女子大学附属中等教育学校（国立）

大阪市立水都国際中学校・

清州外国語高校（韓国）

京都教育大学附属高等学校（国立）

高等学校（公立）
金光学園高等学校（私立）
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日本国際高校（ベトナム）

所在する 設置者
都道府県

種別

管理機関

カリキュラム開発拠点校＊１

共同実施校＊２

機関名

学校名

学校名

連携校＊３
学校名（国内）
岡山県立岡山一宮高等学校（公立）
岡山県立岡山城東高等学校（公立）

岡山県

公立

岡山県

岡山県立岡山操山中学校・

教育委員会

高等学校

-

岡山県立岡山工業高等学校（公立）
岡山県立倉敷天城中学校・
高等学校（公立）
岡山県立倉敷中央高等学校（公立）

広島県

国立

国立大学法人 広島大学附属福山中学校・
広島大学

附属高等学校

-

学校名（国外）

岡山県立玉島高等学校（公立）
岡山県立津山中学校・高等学校（公立）
岡山県立和気閑谷高等学校（公立）

Sacred Heart College高校（オーストラリア）

岡山県立岡山大安寺中等教育学校
（公立）

広島大学附属高等学校（国立）

福岡県立小倉高等学校（公立）

鹿児島県立甲南高等学校（公立）

広島市立舟入高等学校（公立）

宮崎県立宮崎大宮高等学校（公立）

広島県立福山誠之館高等学校（公立）

大分県立大分上野丘高等学校（公立）

福山市立福山高等学校（公立）
University of the Philippines Integrated
School（フィリピン）

愛媛県

国立

国立大学法人
愛媛大学

愛媛大学附属高等学校

-

愛媛県立松山中央高等学校（公立）

College National Ion Creanga（ルーマニア）

愛媛県立西条高等学校（公立）

St Andrews Lutheran College

京都学園中学高等学校（私立）

（オーストラリア）
義守大学附属国際高校（台湾）
Bella Vista High School（アメリカ）
SMK Sultan Ibrahim Girls School（マレーシア）

福岡県

私立

学校法人
中村学園

中村学園女子高等学校

-

中村学園三陽中学校・高等学校（私立）

84th School（モンゴル）

京都学園中学・高等学校（私立）

Academic of Lyceum Westminster International

高知県立高知西高等学校（公立）

University in Tashkent（ウズベキスタン）
中華人民共和国 信男教育学園高等学校（中国）
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所在する 設置者
都道府県

種別

管理機関

カリキュラム開発拠点校＊１

共同実施校＊２

機関名

学校名

学校名

連携校＊３
学校名（国内）
長崎県立長崎西高等学校（公立）
長崎県立長崎南高等学校（公立）

長崎県

公立

長崎県
教育委員会

長崎県立長崎東中学校・
長崎東高等学校

長崎県立大村高等学校（公立）
-

長崎県立佐世保北中学校・
佐世保北高等学校（公立）
長崎県立諫早高等学校・
附属中学校（公立）

熊本県

公立

熊本県
教育委員会

熊本県立熊本高等学校

-

公立

教育委員会

宮崎県立宮崎大宮高等学校

-

広島市立舟入高等学校（公立）
広島女学院中学高等学校（私立）
静岡県立三島北高等学校（公立）

大分県立大分上野丘高等学校（公立）

熊本県立第二高等学校（公立）

宮崎県立宮崎西高等学校（公立）

熊本県立熊本北高等学校（公立）

鹿児島県立鶴丸高等学校（公立）

熊本県立宇土中学校・

学校法人東邦大学駒場東邦中学校・
高等学校（私立）

Tamanawis Secondary School（カナダ）

台湾國立中科實驗高級中學（台湾）

東海高等学校（私立）
兵庫県立太子高等学校（公立）

宮崎県立宮崎北高等学校（公立）

宮崎県立高鍋高等学校（公立）

宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校（公立）

宮崎県立高鍋農業高等学校（公立）

宮崎県立宮崎南高等学校（公立）

宮崎県立延岡高等学校（公立）

宮崎県立宮崎海洋高等学校（公立）

宮崎県立日向高等学校（公立）

宮崎県立宮崎西高等学校（公立）

学校法人立命館立命館宇治中学校・

宮崎県立飯野高等学校（公立）

Visser't Hooft Lyceum（オランダ）

学校法人東海学園東海中学校・

佐賀県立佐賀西高等学校（公立）

宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校（公立）

SMK Taman Tun Aminah（マレーシア）

立命館宇治中学校・高等学校（私立）

熊本県立水俣高等学校（公立）

福岡県立東筑高等学校（公立）

宮崎県

長崎県立壱岐高等学校（公立）

長崎県立長崎西高等学校（公立）

熊本県立天草高等学校（公立）

宮崎県

長崎県立対馬高等学校（公立）

熊本県立済々黌高等学校（公立）

宇土高等学校（公立）

学校名（国外）

高等学校（私立）

高雄市立高雄高級中學（台湾）
カオ・バ・クワット高等学校（ベトナム）
ベトナム国家教育大学附属グエン・タッ・
タイン・中学高等学校（ベトナム）

広島大学附属福山高等学校（国立）

＊１ 本事業に参加する高等学校等（中等教育学校、併設型及び連携型中学校・高等学校を含む）のうち，カリキュラム開発の拠点校として文部科学大臣が指定する高等学校等。
＊２ 本事業に参加する高等学校等のうち，拠点校と設置者が同じであり，拠点校のカリキュラム開発を共同で取り組む高等学校等。
＊３ 本事業に参加する高等学校等と連携して取り組む国内外の高等学校等（中等教育学校、併設型及び連携型中学校・高等学校のほか、在外教育施設やインターナショナルスクール等も含む）。
学校名等は，申請時におけるもの。
注）（ ）内は，国内については設置者種別，海外については国名・地域で表記。
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