令和３年度 スーパーサイエンスハイスクール指定校一覧（全218校）
都道府県名

北海道

青森
岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬

学校名
北海道北見北斗高等学校
市立札幌開成中等教育学校
学校法人札幌日本大学学園 札幌日本大学高等学校
学校法人立命館 立命館慶祥高等学校
北海道釧路湖陵高等学校
北海道滝川高等学校
北海道札幌啓成高等学校
北海道函館中部高等学校
北海道旭川西高等学校
青森県立弘前南高等学校
青森県立青森高等学校
岩手県立釜石高等学校
岩手県立水沢高等学校
岩手県立一関第一高等学校・附属中学校
宮城県仙台第一高等学校
宮城県仙台第三高等学校
宮城県多賀城高等学校
宮城県古川黎明中学校・高等学校
秋田県立秋田中央高等学校
秋田県立横手高等学校
山形県立鶴岡南高等学校
山形県立東桜学館中学校・高等学校
山形県立米沢興譲館高等学校
山形県立酒田東高等学校
福島県立福島高等学校
福島県立安積高等学校
福島県立会津学鳳高等学校・中学校
茨城県立水戸第二高等学校
茨城県立並木中等教育学校
茨城県立日立第一高等学校・附属中学校
学校法人清真学園 清真学園高等学校・中学校
学校法人茗溪学園 茗溪学園中学校高等学校
茨城県立緑岡高等学校
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校･附属中学校
栃木県立栃木高等学校
栃木県立大田原高等学校
群馬県立桐生高等学校
群馬県立前橋女子高等学校
群馬県立前橋高等学校
群馬県立高崎高等学校

参考３

都道府県名

埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟

学校名
さいたま市立大宮北高等学校
埼玉県立浦和第一女子高等学校
埼玉県立川越女子高等学校
埼玉県立熊谷高等学校
埼玉県立不動岡高等学校
埼玉県立松山高等学校
埼玉県立越谷北高等学校
埼玉県立熊谷西高等学校
埼玉県立春日部高等学校
千葉県立柏高等学校
千葉県立木更津高等学校
千葉市立千葉高等学校
学校法人芝浦工業大学 芝浦工業大学柏中学高等学校
千葉県立船橋高等学校
千葉県立佐倉高等学校
学校法人市川学園 市川高等学校・市川中学校
千葉県立長生高等学校
東京工業大学附属科学技術高等学校
筑波大学附属駒場高等学校
東京学芸大学附属高等学校
東京都立小石川中等教育学校
東京都立多摩科学技術高等学校
東京都立日比谷高等学校
学校法人東海大学 東海大学付属高輪台高等学校
東京都立立川高等学校
学校法人玉川学園 玉川学園高等部・中学部
学校法人中央大学 中央大学附属高等学校
学校法人豊島岡女子学園 豊島岡女子学園高等学校
東京学芸大学附属国際中等教育学校
お茶の水女子大学附属高等学校
東京都立戸山高等学校
東京都立科学技術高等学校
東京都立富士高等学校・附属中学校
学校法人聖マリア学園 聖光学院中学校高等学校
神奈川県立希望ケ丘高等学校
神奈川県立相模原高等学校
神奈川県立多摩高等学校
神奈川県立厚木高等学校
神奈川県立平塚江南高等学校
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
神奈川県立横須賀高等学校
新潟県立柏崎高等学校
新潟県立新発田高等学校
新潟県立高田高等学校

新潟
都道府県名

富山
石川

福井

山梨

長野
岐阜
静岡

愛知

三重

滋賀

学校名
新潟県立長岡高等学校
新潟県立新潟南高等学校
富山県立富山中部高等学校
石川県立金沢泉丘高等学校
石川県立七尾高等学校
石川県立小松高等学校
福井県立若狭高等学校
福井県立高志高等学校
福井県立武生高等学校
福井県立藤島高等学校
山梨県立甲府南高等学校
山梨県立韮崎高等学校
山梨県立日川高等学校
北杜市立甲陵高等学校
長野県諏訪清陵高等学校・附属中学校
長野県飯山高等学校
長野県屋代高等学校・附属中学校
岐阜県立恵那高等学校
静岡県立清水東高等学校
静岡市立高等学校
静岡県立浜松工業高等学校
学校法人静岡理工科大学 静岡北中学校・高等学校
愛知県立明和高等学校
愛知県立一宮高等学校
愛知県立岡崎高等学校
愛知県立時習館高等学校
愛知県立豊田西高等学校
愛知県立半田高等学校
愛知県立旭丘高等学校
名古屋市立向陽高等学校
愛知県立刈谷高等学校
学校法人名城大学 名城大学附属高等学校
三重県立伊勢高等学校
三重県立津高等学校
三重県立四日市高等学校
三重県立桑名高等学校
三重県立上野高等学校
三重県立松阪高等学校
滋賀県立虎姫高等学校
滋賀県立彦根東高等学校
学校法人立命館 立命館守山高等学校
滋賀県立膳所高等学校

都道府県名
京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山
鳥取

学校名
京都府立嵯峨野高等学校
京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校
京都府立桃山高等学校
学校法人立命館 立命館高等学校
大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎
大阪府立岸和田高等学校
大阪府立泉北高等学校
大阪府立千里高等学校
大阪府立天王寺高等学校
大阪府立富田林高等学校・中学校
大阪府立三国丘高等学校
大阪府立大手前高等学校
大阪府立高津高等学校
大阪府立四條畷高等学校
大阪府立住吉高等学校
学校法人大阪医科薬科大学 高槻高等学校・中学校
大阪府立生野高等学校
大阪府立豊中高等学校
兵庫県立加古川東高等学校
兵庫県立豊岡高等学校
兵庫県立三田祥雲館高等学校
神戸市立六甲アイランド高等学校
兵庫県立神戸高等学校
兵庫県立龍野高等学校
兵庫県立宝塚北高等学校
兵庫県立小野高等学校
学校法人武庫川学院 武庫川女子大学附属中学校・高等学校
神戸大学附属中等教育学校
兵庫県立明石北高等学校
兵庫県立姫路西高等学校
兵庫県立姫路東高等学校
兵庫県立尼崎小田高等学校
奈良県立奈良高等学校
学校法人西大和学園 西大和学園中学校・高等学校
学校法人奈良学園 奈良学園中学校・高等学校
奈良女子大学附属中等教育学校
奈良県立青翔高等学校・青翔中学校
和歌山県立海南高等学校
和歌山県立向陽高等学校・中学校
鳥取県立米子東高等学校
学校法人鶏鳴学園 青翔開智中学校・高等学校
鳥取県立鳥取西高等学校

都道府県名
島根

岡山

広島
山口

徳島

香川
愛媛
高知

福岡

佐賀
長崎

熊本

大分

宮崎

学校名
島根県立益田高等学校
島根県立出雲高等学校
島根県立松江南高等学校
岡山県立玉島高等学校
岡山県立津山高等学校
岡山県立岡山一宮高等学校
岡山県立倉敷天城高等学校
学校法人ノートルダム清心学園 清心中学校・清心女子高等学校
広島県立西条農業高等学校
広島大学附属高等学校
山口県立宇部高等学校
山口県立下関西高等学校
山口県立徳山高等学校
徳島県立城南高等学校
徳島県立徳島科学技術高等学校
徳島県立富岡西高等学校
徳島県立脇町高等学校
香川県立観音寺第一高等学校
高松第一高等学校
愛媛県立宇和島東高等学校
愛媛県立西条高等学校
愛媛県立松山南高等学校
高知県立高知小津高等学校
福岡県立小倉高等学校
福岡県立香住丘高等学校
福岡県立鞍手高等学校
福岡県立明善高等学校
福岡県立城南高等学校
佐賀県立致遠館高等学校・佐賀県立致遠館中学校
長崎県立大村高等学校
長崎県立長崎南高等学校
長崎県立長崎西高等学校
熊本県立熊本北高等学校
熊本県立天草高等学校
熊本県立第二高等学校
熊本県立宇土中学校・宇土高等学校
熊本県立鹿本高等学校
大分県立佐伯鶴城高等学校
大分県立大分舞鶴高等学校
大分県立日田高等学校
宮崎県立宮崎北高等学校
宮崎県立延岡高等学校
宮崎県立宮崎西高等学校・宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校

都道府県名

鹿児島

沖縄

学校名
鹿児島県立錦江湾高等学校
学校法人池田学園 池田中学・高等学校
鹿児島県立鹿児島中央高等学校
鹿児島県立国分高等学校
鹿児島県立甲南高等学校
沖縄県立球陽高等学校・球陽中学校
沖縄県立向陽高等学校

