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御挨拶

激しく変動する今日の国際情勢と日本の置かれている立場を考えるとき、わが国が国際社会

において貢献することがますます重要な課題となっています。

YFU（Youth For Understanding）は世界60ヶ国にそれぞれのYFU組織及び提携組織を持ち、

相互に連携を図りながら青少年国際交流を進める非営利の国際団体です。

日本のYFUは、1958年に日本の高校生を交換留学生として米国に派遣し、その後1964年に

米国の高校生を日本に受入れて以来、一貫して、若人に、異文化体験を通じてお互いの生活

様式や文化を正しく理解する機会を提供するための国際教育交流を実施すると共に、ヨーロ

ッパやアジア等の諸国へと交流の輪を広げてまいりました。高度なレベルの世界YFU共通

のプログラム基準に則り、半世紀以上にわたって、ボランティア支援の下、派遣・受入れ双

方向の交流を着実に積み重ねてきた日本のYFUが青少年の人間形成の増進の上で果たした

役割と貢献は多大なものであったと自負しております。

日本のYFUは、上記の通り任意団体YFU日本協会として36年、外務省、文部科学省共管財

団法人として19年、内閣府を所管行政庁とする公益財団法人YFU日本国際交流財団（2012

年4月1日移行）としての10年を合わせ64年間に亘り、青少年国際交流プログラムの実績と

経験を積み重ねてまいりました。

コロナ禍の中不透明さを増す国際状況の中で内外の若者達の国際感覚を育成するとともに、

国際相互理解の推進によって世界の平和に寄与したいと願うYFUの役割はますます大きく

なっています。私共はこの様な期待に応え得るような若人を育む一助としてYFU国際交流

事業を一層推進していく所存であります。

YFU国際交流プログラムに対しまして、皆様の変らぬ御支援、御鞭撻を賜りますよう何卒宜

しくお願い申し上げます。

公益財団法人　YFU日本国際交流財団
理事長　加藤　良三
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_創設
第2次世界大戦直後の荒廃から世界平和
実現の夢を若者に託して、ミシガン州
アナーバーのレイチェル・アンドレセン
博士（YFU初代会長）が西ドイツ75名
の高校生をアメリカに 1年間招き、
YFU交換留学プログラムが始まる
現在では、世界60ヶ国にYFU組織及び提
携組織を持つ青少年国際交流ネットワ
ークになっている

_内容
1．若き民間大使の「草の根」国際交流
2．家族ぐるみで異文化理解
3．ボランティアの家庭での生活体験
4．現地の学校に通う学習体験

これら異文化理解・適応の過程で様々な
困難を乗り越えることで、人間的成長
と人格形成が図られる

_目的
世界各国のYFU組織及び提携組織と連携
して、高校生を中心とする青少年の国際
交流による教育的異文化体験を推進する
ことによって、国際相互理解を広め、高
校生の国際性育成と世界平和に寄与する
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Mission Statement
YFU prepares young people for their responsibilities and opportunities 

in a changing, interdependent world.

YFUプログラムに
参加すると…

b異文化の家族とともに生活することで、
異なる価値観への理解が深まる

b異なる生活様式・習慣の中で、精神的
な成長が促進される

b自国の文化や家族を改めて見つめ直す
機会が得られる

b国際感覚が身に付きコミュニケーション
能力が向上する

b受入ホストファミリーを体験すること
で、家族ぐるみで「YFU世界ファミリー」
に加わる

01 _YFUとは …………………………………………………
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YFU日本活動開始
1958年に初めて2名の日本の高校生を
米国に派遣してから現在までに、YFU
日本のプログラムを通じて、日本から
諸外国に派遣された交換学生と海外か
ら日本に受入れた交換留学生を合わせ
ると2万名を超え短期派遣受入れ先を
含めると3万5千余名となります。

YFU日本協会組織
当初は全くのボランティア運営で日米
間の高校生相互交流を実施していまし
たが、留学生数が数百名に達した段階
で、一層の充実と発展を図るために
1977年に新たに「YFU日本協会」を
組織し、事務所と専従スタッフを設け
ました。
スタッフ及びボランティアの訓練研修
を実施し、YFU日本の組織強化と責任
体制の確立、各種資料の国際的基準に
則った整備・統一、YFU国際センター
との相互協力・支援関係の強化と交流
プログラムの質的向上に努めました。
1980年までは日米交流が中心でしたが、

1981年以降は交流国をオセアニア、ヨ
ーロッパ、アジア各国へと順次交流対
象国を拡げてきました。

外務省・文部省共管の財団法人とし
て設立許可
この間、日本のYFUはそれまでの活動
実績が評価され、1993年7月、外務省
と文部省の共管による「（財）ワイ・エフ・
ユー日本国際交流財団」となりました。
2005年の外務省支援によるヨーロッパ
交流の実施により交流国は一挙に増え、
YFU日本の交流実績国は45ヶ国に達し
ています。

公益財団法人へ移行
今後も、世界の若者たちの相互交流に
積極的に奉仕するボランティアの全国
的ネットワークを活かし、国際的友情
の輪を世界に広げるプログラムの発展
と向上をめざします。
公益法人制度改革3法に基づく移行認
定を経て2012年4月より公益財団法人
YFU日本国際交流財団となりました。

YFU日本の沿革

Expand your world!Expand your world!
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学 生 / 保 護 者 学生/ホストファミリー

地 区 委 員 地 区 委 員

地域指導機構/代議員会 地 域 事 務 所

国際YFU財団（所在地米国ワシントンDC）

Y F U 日 本 財 団 各 国 Y F U / 提 携 組 織

組織図

Expand your world!Expand your world!

_ YFUでは、学生のスムーズな異文化への適応のために、情報・コミュニケーションの流れもこの組織図に準じた
ものになっています
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YFUプログラムの特徴は、日本全国に
650名いるボランティアがプログラム
を支えていることです。

ボランティアは地区委員と副地区委員
とで構成され、前者は過去のYFUプログ
ラム参加学生の親でホストファミリー
を体験しYFUのトレーニングを受けた
者、後者はYFU体験をした帰国生です。

YFUボランティアは各地域で活動しま
す。
地区委員は、応募者の選考における面
接、オリエンテーションの実施、派遣
学生及び受入学生やホストファミリー
に対するサポート・指導やカウンセリ
ング、留学生のためのホストファミリ
ー・インタビューなど、YFU事務局職
員と協力してYFUプログラム実施に携
わります。副地区委員は選考での英会
話テスト、オリエンテーションでの体
験談・アドバイスなどの他様々なYFU

プログラム実施に於て地区委員を補佐
します。
世界各国のYFU組織にも、同様のボラ
ンティア・ネットワークがあり、草の
根レベルでの国際交流を支える重要な
役割を果たしています。

ボランティア・ネットワークによるサポート体制

Expand your world!Expand your world!
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地  域

北  米

中南米

ヨーロッパ

アジア

大洋州

アフリカ

合　計

国  数

2

9

32

11

2

4

60

国  名

アメリカ　カナダ

アルゼンチン　ウルグアイ　エクアドル

コロンビア　チリ　パラグアイ　ブラジル

ベネズエラ　メキシコ

オーストリア　ベラルーシ　ベルギー

ブルガリア　チェコ

デンマーク　エストニア　

フィンランド　フランス　ドイツ　ジョージア

ギリシャ　ハンガリー　イタリア　

ラトビア　リトアニア　

ルクセンブルク　モルドバ　オランダ　

ノルウェー　ポーランド　ポルトガル　

ルーマニア　ロシア　セルビア　スロバキア

スペイン　スウェーデン　スイス　

トルコ　ウクライナ　イギリス

アゼルバイジャン　中国　インド　インドネシア

日本　カザフスタン　韓国

モンゴル　フィリピン　タイ　

ベトナム

オーストラリア　ニュージーランド

エジプト　ガーナ　リベリア　南アフリカ

世界のYFU交流国

Expand your world!Expand your world!

_世界約60ヶ国にYFU（パートナー組織・団体を含む）があります。
このうちYFU日本と交流実績のある国は45ヶ国（赤字）です。
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受入対象国（国 32）

米国
イタリア
ドイツ
デンマーク
オランダ
フランス
ベルギー
スペイン
スイス
オーストリア
ハンガリー
エストニア
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
スロバキア
チェコ
スウェーデン
フィンランド
ノルウェー
ポーランド
アルゼンチン
ブラジル
エクアドル
ウルグアイ
パラグアイ
メキシコ
韓国
タイ
インドネシア
トルコ
ブルガリア

派遣対象国（国 16）

米国
カナダ
ドイツ
オランダ
チェコ
ベルギー
スイス
オーストリア
ハンガリー
デンマーク
エストニア
フィンランド
フランス
韓国
タイ
フィリピン

日本

長期プログラム実績国

Expand your world!Expand your world!
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派遣プログラムカレンダー

Expand your world!Expand your world!

募 　 　 　 集

選 　 　 　 考

オ リ エ ン テ ー シ ョ ン

出 　 　 　 発

ホームステイ　高校通学
適応指導　カウンセリング

帰 　 　 　 国

帰国後再適応のための
フォローアップ・ミーティング

保 護 者
懇 談 会

学生とホスト
エリアミーティング

（日本）　　　　　　　（派遣先国）

第一次募集受付

選考試験

合格発表 通知

夏期特別募集受付

（7～8月選考 8月～9月合格発表）

第二次募集受付

（11月選考 11 月～12月上旬合格発表）2

配置のための英文書類作成

第1回オリエンテーション

第2回オリエンテーション

韓国

旅券・ビザ取得 [アジア１月中旬～]

ホストファミリー・学校決定  通知

出発当日オリエンテーション　出発

ホストファミリーに滞在し

現地の高校へ通学

受入国でのオリエンテーション

帰国

帰国

帰国

2022年4月～6月

　

6月～7月

7月

6月～7月

9月～10月

11月～12月

12月～2023年1月

2023年3月～5月

2月～5月

4月～7月

～10月中旬

8月～10月中旬

8月・月 101 月中旬～0 2024～2 年4年6年6月6

アジア　1月～5月

米国・カナダ　6月

ヨーロッパ　
6月下旬～7月上旬

_このチャートは米国・カナダ・ヨーロッパ・アジア派遣学生用のもの。オリエンテーションは全国9ヶ所で
実施（韓国派遣学生の第2回オリエンテーションは東京で実施予定）

_韓国派遣学生は出発が2月上旬、タイは6月中旬、フィリピンは6月～7月（いずれも予定）のためプログ
ラムスケジュールが異なります

_カナダ、韓国、タイ等国によってはコロナ等の状況により現地で隔離がある場合があります
_状況により出発時期は変更・延期となる場合があります

02 _YFU長期派遣プログラム ……………………
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1. 応募受付
選考料振込の後、規定の応募書類をYFU
財団事務所に直接送って下さい。

2. 選考の案内
応募書類受理後、受験票、選考案内を
郵送します。

3. 選考の実施
b書類審査学校長の推薦内容、学業成
績についての書類審査をします。

b学科テスト（英語*、常識）及び面接
（英会話：学生、面接：学生・保護者）
を実施します。
*英語のテストはELTiSを使用
b選考料￥22,000
（※米国派遣応募生で英語の2次テストを受

験する場合別途￥5,000かかります）

4. 合否決定
書類審査及び学科・面接両テストの総
合評価により選考審査委員会で合否を
決定します。

5. 合否通知
学生への合否通知は郵送により行いま
す。合否に関する電話等でのお問合せ
はご遠慮下さい。

6. 応募資格
b2005年4月2日～2008年4月1日に生まれた
生徒（受験時に中学3年生～高校2年生）

b韓国、オーストリア、ベルギー、デンマーク、
スイス、フィンランド、フランス、ハンガリー、
タイは、別途生年月日等による制限があります。
（詳しくは、受験要項を参照して下さい）。

b出発時、高等学校（通信制高校及び専門学
校は対象外）、中等教育学校、高等専門学校
に在学中で、在学校長から推薦を受けた生
徒（受験時、通信制中等部・中学コース等
に在学中の生徒は選考の対象となりません）。

b受験時、過去2学年間の欠席日数（登校
しても全授業に出席しない日数を含む）
が20日以内であること。

b心身ともに健全で交換留学生活に支障
がなく、かつ異文化への適応力があり、
相応の英語力を有すること。
（動物アレルギー及び特殊なアレルギーの
方、又は既往症があり派遣先国で引続き治

療が必要な方は参加できません。）
bコロナワクチン2回接種は必須となり、
接種証明書が必要です。留学期間中に更
に現地で追加接種することに本人・保護
者の同意書の提出が必要になります。

b大使館／領事館におけるビザ面接の結
果により、プログラム参加ができない
場合があります。

b国籍によってはビザが取得できない場合
があります。日本国パスポート以外をお
持ちの方は、必ず前もって当事務所にご
相談ください。

b以前J-1かF-1ビザで米国に滞在した方
は、米国へ派遣する事はできません。

年間派遣プログラム66期生参加費
￥1,790,000（米国）
￥1,600,000（米国以外の国）
※カナダ派遣については別冊子を御参照下さい。

b参加費に含まれるもの：
往復航空運賃（国際線及び現地国内線）
YFU保険料
オリエンテーション参加費
カウンセリング諸経費
各種資料代
YFU組織運営管理費等

b参加費に含まれないもの：
燃油サーチャージ、航空保険料、外国諸税、空
港施設利用料、ビザ申請料、ビザ取得関連費用、
予防接種費用、PCR検査費用、オリエンテーシ
ョン参加交通費、自宅から羽田・成田空港等ま
での費用、派遣先国での小遣い（派遣先により
異なりますが月約2万円）PCR検査費用、隔離
費用（派遣先国による）
授業料は免除されますが、実験・実習費、
教科書代、通学交通費等、学校経費等の負担
が求められます。
■オランダ ドイツ オーストリア派遣学生の
語学研修費13万円
■スイス派遣学生の語学研修費13万円
■フィンランド派遣学生の現地付加価値税10万円
■フランス派遣学生の追加サポート費10万円

及び語学研修費20万円
査証取得のため、政府指定の保険加入が求め
られる国もあります（2022年参考情報：オー
ストリア・スイス）。

募集・選考のプロセス

Expand your world!Expand your world!

_「受験要項」（別紙）もご参照下さい
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派遣プログラム参加者推移

Expand your world!Expand your world!

米国

ドイツ

オランダ

ベルギー

スウェーデン

フィリピン

ノルウェー

カナダ

フィンランド

スイス

韓国

タイ

デンマーク

ハンガリー

エストニア

オーストリア

中国

チェコ

フランス

その他*

14,348

721

200

55

180

48

69

83

115

100

51

15

54

45

27

36

1

4

8

17,147

111

36

5

1

0

1

0

0

5

3

2

1

2

5

6

3

0

2

1

184

0

0

3

2

0

0

0

14

4

4

1

2

0

0

4

2

0

4

0

40

39

25

2

2

0

0

0

50

5

2

1

2

0

7

7

3

0

1

3

149

14,498

782

210

60

180

49

69

147

129

109

55

20

56

57

44

44

1

11

12

17,520

40

35

6

1

0

0

0

80

5

0

2

2

2

2

9

1

0

3

2

190

派遣国 2018年度
以前累計

過年度
累　計2019年度 2020年度 2021年度

派　遣　合　計

2022年度
予　　  定

  *オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、スペイン
※2020年度は新型コロナ感染拡大の影響により10ヶ国のみ派遣
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_高校生留学に関心をお持ちの方々へ
全国主要都市でのYFU主催留学説明会（ウェブサイトのトップページ「説明会会場マップ」
をご覧になるか事務所にお問合せ下さい）のほか、各地域で個人の留学相談にも応じています。
_

世界各国のYFUが選定するボランティア家庭にホームステイしながら、現地の高校（正規
後期中等教育機関）に1学年間通学し、ホストファミリー・学友とともに異文化体験を分か
ち合います。

行き届いた指導・サポート

Expand your world!Expand your world!

地域単位でオリエンテーション
を2回実施。先輩帰国生と地区
委員の協力で、目的意識と心構
え、異文化適応、コミュニケー
ション能力向上のための指導、
アドバイスを行います。学生の
積極性を引き出すよう、グルー
プディスカッション、ケースス
タディーなど様々なカリキュラ
ムを組んでいます。

オリエンテーション

より小規模な会合で、学生と保
護者に具体的に、外国での家庭
生活、高校生活をスムーズに過
ごしていく上で役立つ情報提供
とアドバイスを行います。

スモールオリエンテーション

これまでに学んだことの再確
認、安全・健康・マナー面での
指導、渡航に当たっての諸注意、
出入国の手順・書類の説明を行
います。

出発当日オリエンテーション

オリエンテーションには保護者
にも参加していただき、YFUプ
ログラムで子どもを送り出す親
の基本的な心構え、学生の英語
力及びコミュニケーション能力
向上のためには保護者としても
サポートしていただくこと、派遣
先国で問題が生じた際の問題解
決の手順などについて理解して
いただきます。

オリエンテーション（保護者）

ここでは懇談、交流の時間が十
分ありますので、保護者からの
具体的な質問に答えるととも
に、学生出発後、保護者に対す
るYFU側の窓口となる担当地区
委員とお互いに知り合うよい機
会です。

スモールオリエンテーション（保護者）

参加学生に対する指導・サポート

保護者に対する指導・サポート

※留学説明会及びオリエンテーションにつきましては、状況によりオンラインに
なる場合もあります



_

派遣先国のYFU組織及び提携組織（事務所と専任スタッフ）と、各学生を担当するYFU地
区委員が相談、世話、アドバイスに当たり、家庭、学校等での問題の早期発見、早期解決に
努めています。また、問題の状況により専門のカウンセラーが、よりよい解決のための方向
づけ、アドバイスを行います。必要に応じて日本のYFU組織にも連絡と報告が寄せられ、
両派遣・受入YFU組織の協力により問題の解決が図られます。
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派遣先国に到着した
直後、または一定期
間が経過した後に、
派遣先国YFUが現地
での生活に関するア
ドバイス、集中語学
学習などを含むオリ
エンテーションを実
施します。

到着オリエンテーション

滞在中、各学生の適
応状況を見ながら時
期に応じた指導をし、
残された期間を積極
的に有意義に過ごせ
るようにするための
オリエンテーション
を、地域単位で数回
行います。

ミッドイヤー・オリエンテーション

プログラムの終了・
帰国が近づいた段階
で、異文化体験をま
とめ、本国への再適
応に備えるため地域
単位でオリエンテー
ションを行います。

リエントリー・オリエンテーション

帰国した学生と保護
者を招き、逆カルチ
ャーショックを乗り
越え日本の高校と社
会にスムーズに再適
応できるように、さ
らに、異文化体験の
成果を今後の人生設
計にいかし、社会に
貢献していけるよう
にアドバイスします。

フォローアップ・ミーティング

地域ごとの会合で保
護者からの相談に対
応し、時期に応じた
アドバイスを行いま
す。

保護者懇談会

帰国が近づいた段階
で、学生の日本への
円滑な再適応を支援
するための保護者の
心構えについてアド
バイスをします。

帰国直前保護者懇談会

学生の帰国後の日本
社会への再適応につ
いて、また、異文化
体験を今後の人生に
どういかしていくか
について保護者にも
討論に参加していた
だきます。

フォローアップ・ミーティング（保護者）

行き届いた指導・サポート

Expand your world!Expand your world!

参加学生に対する指導・サポート

保護者に対する指導・サポート

※各オリエンテーション・フォローアップ・ミーティングは状況によりオンライ
ンになる場合もあります
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◆民間法人等の奨学金プログラム

キッコーマン・スカラシップ
※コロナ等の状況により中止となる場合もあ

ります

キッコーマン・ローカル・スカラシップ
（米国派遣2名、参加費全額支給）
b千葉県内の高校1、2年生が対象
bYFU財団に申込む

FHJ・キッコーマン・スカラシップ
（米国派遣2名、参加費全額支給）
b全国高等学校家庭クラブ連盟（FHJ）
に加盟する高校の1、2年生が対象

bFHJに申込む

ソニーグループ国際教育基金スカラシップ
※コロナ等の状況により中止となる場合もあ

ります

（参加費全額支給）

bソニーグループ各社の社員の子弟、
孫、甥姪で、高校1、2年生と中学3
年生が対象

b詳細はソニーグループ国際教育基金
にお問い合わせ下さい

◆公的スカラシップ

長岡市米百俵財団

b新潟県内の中学3年生もしくは高校、
高専1、2年生で長岡市内に引き続き
1年以上居住世帯の生徒が対象

b長岡市米百俵財団とYFUに申込む
YFUプログラム参加費の半額に相当
する金額を支給します

b詳しくは長岡市米百俵財団のホーム
ページ募集要項をご覧下さい

奨学金（スカラシップ）制度

Expand your world!Expand your world!

_ YFUでは奨学金財源の確保に努め、公的機関、民間法人等の支援によるもの、YFU財団の提供によるもの等
幅広い奨学金計画を推進しています。66期生（2023年度派遣）についても各種奨学金計画を実施します。
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奨学金（スカラシップ）制度

Expand your world!Expand your world!

_スカラシップの申込み方法
希望者はYFU財団スカラシップ係、または、各法人等にお問合せ下さい。なお、スカラシップ受給の可否はス
カラシップ選定審査委員会で決定します。（民間青年大使スカラシップは2023年7月中旬～下旬頃、その他の
YFU地域対象スカラシップは2023年2月中旬頃に決定）

◆YFU財団スカラシップ

派遣プログラムで海外に派遣される
YFU学生を対象とするYFU財団の奨学
金には以下のものがあります。他のス
カラシップを受けていないYFU学生を
対象とします。

[地域対象スカラシップ]
（参加費一部支給）
1. 東北地域特別スカラシップ
出発時に東北各県内の高校に在学す
る生徒が対象

2. 関東地域特別スカラシップ
出発時に東京都、神奈川県内の高校
に在学する生徒が対象

3. 北陸地域特別スカラシップ
出発時に富山、石川、福井県内の高
校に在学する生徒が対象

4. 東海地域特別スカラシップ
出発時に岐阜、静岡、愛知、三重各
県内の高校に在学する生徒が対象

5. 関西地域特別スカラシップ
出発時に京都、大阪、兵庫、奈良各
府県内の高校に在学する生徒が対象

6. 山陽・山陰地域特別スカラシップ
出発時に鳥取、島根、岡山、広島、山口
各県内の高校に在学する生徒が対象

7. 四国地域特別スカラシップ
出発時に四国各県内の高校に在学す
る生徒が対象

8. 九州地域特別スカラシップ
出発時に九州各県内の高校に在学す
る生徒が対象

[全国対象スカラシップ]
（参加費一部支給）
1. ヨーロッパ特別スカラシップ
1. 派遣学生の内、成績優秀者が対象
2. アジア特別スカラシップ
1. 派遣学生の内、成績優秀者が対象
3. 民間青年大使スカラシップ
他に奨学金を受けていないYFU学生
全員が対象で、成績優秀者に出発時
に支給される
民間青年大使スカラシップは

「願書あ」の「希望スカラシップ」欄
に記入しないで下さい。
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YFUでは1969年以来派遣・受入相互
交流を実施してきており、外国高校生
の長期受入れにも力を入れています。

家族ぐるみで異文化体験を
外国高校生は現在の日本に大きな関心
を寄せ、伝統と実績を持つYFUを通じ
て日本で生活体験をしたいと希望して
います。動機や目的は様々ですが、日
本の家族の一員として家庭生活を楽し
み、また日本の高校に通学し多くの友
達を通して日本の姿を彼ら自身で感じ

たいと願っています。
国際相互理解を広げるという点では、
日本の高校生が海外での異文化体験で
国際理解を深めることと同じように、
外国高校生を日本に受入れて、日本で
の生活・学習体験を通して日本の社
会・文化への理解を深めてもらうこと
は、非常に大きな意義があります。受
入れ家族ではいながらにして異文化体
験ができます。
YFU留学生は家族の一員として無償で
受入れていただきます。

若い外国留学生を家族の一員に！

Expand your world!Expand your world!

03 _YFU長期受入プログラム …………………
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受入プログラムカレンダー

Expand your world!Expand your world!

ホストファミリー募集

ホストファミリー登録

イ ン タ ビ ュ ー

受入外国学生決定通知

ホストファミリー体験報告会

ホ ス ト フ ァ ミ リ ー
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン

外 国 学 生 到 着
フ ラ イ バ ル オ リ エ ン
テ ー シ ョ ン （ 合 宿 ）

外国学生ホームステイ

帰国前リエントリー・
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン

外 国 学 生 帰 国

学生とホストファミリー
エリア・オリエンテーション
サマー・アクティビティー

随   時

YFU派遣学生合格時

希望者随時

10月～12月

12月～1月

2月

3月中旬（年間/前期セメスター）

8月下旬（後期セメスター）

(年間）33月下旬～翌年1月上旬

(前期セメスター）33月下旬～3 8月上旬8

(後期セメスター）88月下旬～8 1月上旬

滞在中 3～4回（年間）

　　　 1～2回（セメスター）

(前期セメスター）7月

(年間/後期セメスター）12月2

(前期セメスター）8月上旬

(年間/後期セメスター）11月上旬

地区ごとに時期決定

＜年間／セメスター プログラム＞

年間受入は、3月中旬来日後到着の
合宿オリエンテーションの後、ホ
ストファミリーへ移り、4月より12
月まで高校に通学します。
受入学生・ホストファミリーに対

するサポート

YFUでは各留学生・ホストファミ
リーに対して常時相談と世話に当
たる担当地区委員を定め、高校受
入の交渉をはじめ、エリア・オリ
エンテーションにより地区毎に学生・
ホストファミリーに対する時期に
応じたアドバイスを行います。
帰国は翌年1月上旬です。

前期セメスター受入は、3月中旬来
日後到着の合宿オリエンテーショ
ンを受け、4月より7月まで高校に
通学します。
帰国は8月上旬です。

後期セメスター受入は、8月下旬来
日後到着の合宿オリエンテーショ
ンを受け、9月より12月まで高校に
通学します。
帰国は1月上旬です。

_状況により来日スケジュールが変更となる場合があります
_到着オリエンテーションカリキュラム
集中日本語学習、日本の家庭・学校・社会、YFUの趣旨・方針・規則
その他、スムーズな日本適応のためのアドバイス
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受入プログラム参加者推移

Expand your world!Expand your world!

米国

ドイツ

オランダ

ベルギー

スウェーデン

フィリピン

ノルウェー

カナダ

フィンランド

スイス

デンマーク

韓国

タイ

ハンガリー

ラトビア

エストニア

リトアニア

オーストリア

フランス

ルーマニア

インド

中国

モルドバ

インドネシア

パラグアイ

ブラジル

トルコ

メキシコ

チェコ

スロバキア

イタリア

エクアドル

ポーランド

アルゼンチン

スペイン

その他
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受入国 2017年度
以前累計

過年度
累　計2018年度 2019年度 2020年度

81 70 2 2,692 －受　入　合　計

456

390

166

22

156

73

48

24

126

81

23

84

88

17

6

21

3

22

6

5

12

4

2

3

3

2

1

1

3

2

1

1

0

0

0

687

2,539

2021年度

※2020年度及び2021年度は2020年度の韓国からの2名の受入学生を除き、政府のコロナ感染防

止対策による入国規制の為受入プログラムはキャンセルになりました。

受入プログラムでは、政府関係スカラシップや法人スカラシップで来日する学生もいます。

来日外国高校生にスカラシップを提供して頂いた公的機関・民間法人

文部科学省、在日アメリカ大使館、ドイツ政府、JUSSE（上院交流、YFU日本財団）、
キッコーマン、トヨタTEMA、韓国トヨタ、ソニーグループ国際教育基金財団、三菱電機
USA、かめのり財団、FCCLA、JBSD（デトロイト日本商工会）、マツダ・カナダ財団、三井
USA、セイコー・エプソン、BOSCH財団（ドイツ）（敬称略 順不同）

_国際ソロプチミスト東京－桜より
YFUサマー・アクティビティーに毎年御協力いただいています
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夏期短期受入

（6週間）
主にアメリカ学
生、6月中・下旬
来日、ホストフ
ァミリーとの生
活を中心に1週
間程度の高校体
験も行います。
YFUでは各留学
生・ホストファ
ミリーに対して
担当地区委員を
定め、地区単位
で留学生が参加
するサマー・ア
クティビティー
を実施します。7
月下旬・8月上
旬に帰国します。
ヨーロッパ、韓
国からはそれぞ
れ10名程度、7月上・下旬に来日、8月上～中旬に帰国します。
冬期短期受入ほか
アジア諸国からの文部科学省支援異文化理解ステップアップ事業招致学生、韓国トヨタ
YFU奨学生など、冬期に３～４週間程度受入れます。

かめのり財団ス
カラシップによ
るもののほか、
YFUが実施機関
になるもので
す。対象地域が
限られる場合も
あります。

短期受入プログラム

Expand your world!Expand your world!

米国

カナダ

イギリス

オランダ

ベルギー

ハンガリー

エストニア

リトアニア

韓国

ドイツ

フランス

フィンランド

ギリシャ

フィリピン

スイス

インド

タイ

中国

南アフリカ

トルコ

チェコ

小　　計

夏期・冬期他

プログラム

派遣元国 2017年度
以前累計

2021年度2018年度 2019年度 2020年度

受　入　合　計

12,495

11

12

201

25

8

0

4

280

84

6

3

1

76

10

60

12

35

0

0

0

13,323

180

13,503

そ　の　他*

*姉妹校・スポーツ・ボランティア交流、ユネスコ短期、ヨーロッパ交流（21ヶ国）を含みます
※2020年及び2021年度は政府のコロナ感染防止対策による入国規制の為短期受入プログラムはキャンセルとなりました
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かめのり財団／韓国

かめのり財団／中国

BOSCH/ドイツ

その他*

各種短期

プログラム

10

0

0

0

10

10
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10
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プログラム名・派遣先国 2017年度
以前累計

2021年度2018年度 2019年度 2020年度

派　遣　合　計

50

25

50

1,475

1,600

*政府／フィリピン、ユネスコ短期、明泉／オーストラリア、新世紀国際教育交流／韓国、
DHL DPWN／ドイツ、その他の単発プログラム等を含みます

短期派遣プログラム

Expand your world!Expand your world!

04 _ YFU短期受入・派遣プログラム ……………
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05 _YFUの歩み ………………………………………

1951 世界平和の夢を若者に託したミシガン州アナーバーのレイチェ
ル・アンドレセン博士（YFU初代会長）が国務省の委託を受けて
西ドイツ75名の高校生をアメリカに招きYFU国際交流プログラ
ムが始まる

1952 国務省はYFUを国際交流機関として正式に認可
1958 日本から初めてアメリカへ2名年間派遣

日本YFU会長に篠原亀之輔博士就任
1964 アメリカから夏期短期受入高校生6名来日
1969 アメリカから年間受入高校生1名来日
1975 法人スカラシッププログラム始まる
1977 YFU日本協会（任意団体）組織される

YFU日本ナショナル・ディレクターに一瀬斉男氏就任
1978 YFU国際本部、ワシントンDCへ移転

YFU日本協会理事長に牛場信彦氏就任
1979 大平正芳首相、YFU国際本部を訪問
1981 オーストラリアとの相互交流始まる（年間派遣16名、受入5名）
1982 上院議員推薦による全米50州代表高校生(100名）の夏期受入プ

ログラム（JUSSE)始まる [2002まで]
1984 スポーツ交流（SFU)始まる

アメリカ政府高校生招致計画により都道府県代表47名年間派遣
（府県交流）始まる [1991まで]

1985 オーストラリアへの短期派遣始まる
1986 韓国への短期派遣始まる

フィリピンとの相互交流始まる（年間派遣1名、受入1名）
YFU日本協会理事長に大河原良雄氏就任

1987 日米間の姉妹校交流始まる
1988 ニュージーランドとの相互交流始まる（年間派遣5名、受入3名）
1989 ドイツ、オランダ、スウェーデンへの年間派遣（2名、2名、1名）始まる
1990 イギリスへの年間派遣（2名）始まる

スウェーデンからの年間受入（4名）始まる
1991 自治省、（財）自治体国際化協会の支援による府県・ 政令都市代

表高校生の自治体交流プログラム（自治体交流、58名）始まる
[1993まで]
ドイツ、オランダ、ベルギーからの年間受入（4名、1名、2名）始まる

1992 YFU日本ナショナル・ディレクターに江夏啓子氏就任
カナダ、ノルウェー、スペインへの年間派遣（5名、1名、1名）始まる
ノルウェーからの年間受入（2名）始まる
コミュニティ・カレッジ・プログラム（CCP)始まる

1993 外務省、文部省共管財団法人の設立許可を受け（財）ワイ・エ
フ・ユー日本国際交流財団となる

1995 ベルギーへの年間派遣（1名）始まる
カナダ、イギリスからの年間受入（各1名）始まる
政府より特定公益増進法人として認可

1996 国際交流基金の支援による韓国・フィリピンからの年間受入プロ
グラム（各国５名）、外務省の支援によるイギリス、オランダか
らの年間受入プログラム（日英若人交流計画：10名、日蘭若人
交流計画：8名）始まる [2004まで]
文部省の支援によるアメリカからの日本語専攻高校生短期受入プ
ログラム（JAFS：100名）始まる
フィンランドへの年間派遣（3名）始まる
フィンランドからの年間受入（2名）始まる

1997 アメリカ政府の支援によるアメリカからの短期受入プログラム
（沖縄ピース・スカラシップ：10名）始まる
スイスへの年間派遣（4名）始まる
スペイン、スイスからの年間受入（1名、2名）始まる

1998 日本政府等の支援による沖縄県高校生のアメリカ年間派遣プログ
ラム（40名）始まる
日本政府等の支援によるフィリピン短期派遣プログラム（10名）始まる

1999 外務省の支援によるオランダからの短期受入プログラム（15名）
始まる [2004まで]

2000 （財）ワイ・エフ・ユー日本国際交流財団がレイチェル・アンドレセン賞を受賞

ユネスコ青年交流信託基金に基づく短期派遣・受入プログラム
（豪ほか3ヶ国各国5名）始まる

2001 韓国への年間派遣（1名）始まる
2002 YFUの組織変更でアメリカ・プログラムはYFU USA財団、国際

業務は国際YFU財団が分担、両財団事務所メリーランド州へ移転
外務省支援によるアメリカ高校生の年間受入プログラム（日米若
人交流計画JUMP：25名）始まる [2006まで]
デンマーク、ハンガリーへの年間派遣（各1名）始まる
タイからの年間受入（2名）始まる
コロンビアから初めて年間受入（1名）
文部科学省等の支援による韓国短期派遣プログラム（新世紀国際
教育交流プロジェクト）始まる

2003 タイへの年間派遣（1名）始まる
JUMP夏期受入プログラム（アメリカ25名）始まる

2004 ハンガリー、ラトビアからの年間受入（2名、1名）始まる
2005 新世紀国際教育交流プロジェクトに基づく韓国高校生の受入（大

阪12名、鹿児島2名）始まる
文部科学省支援・日本語専攻外国高校生短期招聘事業（フィリピ
ン5名、スイス5名）始まる
エストニアからの年間受入（1名）始まる
外務省支援ヨーロッパ交流プログラムで21ヶ国から32名夏期受
入、オランダ・イギリスから20名後期セメスター受入

2006 デンマーク、オーストリアからの年間受入（3名、1名）始まる
ドイツポスト・ワールドネットの支援による日独短期交流プログ
ラム始まる（派遣3名、受入2名）

2007 日本語専攻外国高校生短期招聘事業に基づきインドから初めて受入（5名）
エストニアへの年間派遣（1名）始まる
インドから初めて後期セメスター受入（2名）

2008 かめのり奨学生韓国へ短期派遣（5名）
2009 中国から初めて年間受入（1名）

リトアニアから初めて年間受入（1名）
かめのり奨学生韓国から短期受入（5名）
かめのり奨学生中国へ短期派遣（5名）
ボッシュ財団支援ドイツ高校生短期受入（10名）

2010 かめのり奨学生中国から短期受入（5名）
オーストリアへの年間派遣（2名）始まる
モルドバから初めて後期セメスター受入（1名）
フランスから初めて夏期短期受入（1名）

2012 公益法人制度改革3法に基づく移行認定を経て公益財団法人YFU
日本国際交流財団となる
フランスから初めて年間受入（2名）
中国への年間派遣（1名）始まる

2013 インドネシアから初めて年間受入（1名）
ボッシュ財団支援日本高校生のドイツ短期派遣（12名）始まる

2014 パラグアイから初めて年間受入（1名）
2015 ブラジルから初めて長期受入（年間1名、前期セメスター1名）

チェコから初めて後期セメスター1名受入
チェコに初めて年間学生1名を派遣

2016 チェコ、メキシコ、スロバキアから初めて年間受入（各国1名）
ルーマニアから初めて前期セメスター1名受入
ドイツ政府支援ドイツ高校生短期受入（15名）

2017 エクアドルから初めて年間受入（1名）
イタリアから初めて後期セメスター受入（1名）

2018 ポーランドから初めて年間受入（1名）
公益財団法人YFU日本国際交流財団理事長に斉藤邦彦氏就任
アメリカ政府支援による沖縄「大使留学奨学生」派遣プログラム（7名）始まる

2019 南アフリカから初めて短期受入（1名）
2019 アルゼンチン及びスペインからの初めて長期受入（1名）
2020 コロナウィルス感染拡大により9ヶ国のみ派遣、受入プログラムは中止
2021 カナダへ19年ぶりに派遣（13名）コロナウイルス感染防止対策

により受入プログラムは中止

JUSSE=Japan US Senator Exchange Program,  SFU=Sport For Understanding,     
JAFS=Japan-America Friendship Scholars,  JUMP=Japan US Mutual  Understanding Program for the 21st Century 
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YFUについて

1. YFUはどのような基準でプロ
グラムを運営していますか？

YFU （Youth For Understanding）
の理念は、異文化体験を通じて、

多様性を受入れ文化の違いを越えて協力し
合える人間をつくり、変化と相互依存を増
す今日の世界で責任を果たしチャンスをつ
かめるよう、若者を育むことです。

¤世界組織としてのYFU

1951年に米国が西ドイツの高校生75名を
受入れてスタートしましたが、現在では、
世界60ヶ国にあるYFU組織及び提携組織
が連携・協力する国際教育交流ネットワー
クです。
国際センターは国際YFU財団として、米
国のワシントンDCに置かれています。

‹日本におけるYFU組織

日本のYFUは、1958年、2名の高校生の
米国派遣で始まりましたが、現在までに日
本からの派遣、海外からの受入れを合せて
約3万5,600名の相互交換留学を実施して
きています。1993年に外務省と文部省共
管の財団法人として設立許可を得て「財団
法人ワイ・エフ・ユー日本国際交流財団」
となりました。

公益法人制度改革3法に基づく移行認定を
経て2012年4月1日に「公益財団法人
YFU日本国際交流財団」（行政庁・内閣府）
となりました。

›世界共通のYFU理念とプログラム運営

YFUは国際交流プログラムの質の維持・向
上のために、1989年に、広報、募集と選
考、ホストファミリーの選定と学生配置、
オリエンテーション、参加学生のサポート、

等の各基本項目に対して、世界共通の基本
規準（インタナショナル・ベーシック・ス
タンダード）を定め、それを遵守して活動
しています。

米国・プログラムを運営しているYFU-USA
財団は、CSIET（国際教育旅行基準評議会）
の推薦団体の1つとなっており、J-1ビザ
（交換留学ビザ）の留学資格証明書 (DS-
2019) 発行権を米国務省から与えられて
います。

2. 他の留学諸団体のプログラムと
の比較で、YFU について特筆
すべきことは何ですか？

¤公的プログラムの実施

YFUは、そのプログラム内容が教
育的見地から高い評価を得ている

ために、日本政府、米国政府などの委託
を受けて数多くの公的プログラムを実施
してきました。
初期には、上院議員推薦米国高校生の夏
期受入（上院交流）、米国政府招致による
都道府県代表高校生年間派遣（府県交流）、
その後日米若人交流計画年間・短期受入、
ヨーロッパ交流プログラム短期・長期受
入、日本政府による異文化理解ステップ
アップ事業、米国大使館による沖縄県ピ
ーススカラシップ米国高校生短期受入プ
ログラム、及び沖縄「大使留学奨学生」
派遣プログラム、ドイツ政府支援による
ドイツ高校生短期・派遣受入プログラム
など多くの公的プログラムを実施してき
ました。

‹全国ボランティアネットワークによる質

の高いプログラムサポート

もう一つは、各地の地区委員・副地区委員
等のYFU関係者は全てボランティアでプロ
グラムを支えていることです。このボラン
ティア・ネットワークの中で、日本全体で

06 _YFU高校生海外留学に関するQ&A ……
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は約650名の地区委員・副地区委員が70
地区に分かれてプログラムサポート活動
をしています。ホストファミリーももち
ろんボランティアです。

›世界共通のYFU理念に基づくプログラ

ム運営

また、世界各国にあるYFU組織は、世界
共通の理念・方針・内容に基づいてプロ
グラムを推進し、これをサポートする体
制を敷いています。

派遣プログラムについて

3. 派遣プログラム参加の意義はど
ういうところにありますか？

親離れ、子離れすることによる人間的成長

「かわいい子には旅をさせよ」の
現代版がYFU留学だと考えていま

す。異文化の中に子どもを送り出す、し
かも1年間という長い期間になると、親と
しては子どもが困難に出合うのではない
かと不安にかられる場合もあります。し
かし、ホストファミリーや学生の状況が
よく分からない場合でも、ホストを信じ、
わが子である学生を信じることが先決で
す。これを通して子は親離れして精神的
に独立し、また親も子離れすることがで
きるのです。

また、英語や派遣先国の言葉に自信を持
てるようになり、コミュニケーション能
力が向上することは、帰国後の外国語学
習でも非常に大きな支えとなります。

4. 交換留学ということは、外国高
校生の受入れをしなくてはならな
いということですか？

交換留学（Exchange）の意味は文化の交

換のことであり人と人との交換ではありま

せん。

ホストファミリーをすることから
国際理解がはじまります。YFUの

ボランティア精神を十分理解し、外国人
高校生を暖かく迎え入れていただくこと
は、学生自身と家族が交換留学生という
ものを逆の立場から理解できるようにな

り、とくに学生にとっては自信をつける
ことになりメリットが大きいこともあり
ホストファミリーになることをお勧めし
ています。
ホストしている家庭の学生は、その体験
を通して気後れせず対等に外国人高校生
と話ができるようになりますが、ホスト
経験のない学生が現地で積極的になるま
でには相当の努力を必要とするようです。

5. YFUの学生指導はどうなって
いますか？

本誌の12～13ページをご参照下さい。

出発前
各地域にて2回の｢オリエンテーシ

ョン｣ があります。非常に重要ですので必
ず参加して下さい。このオリエンテーシ
ョンには保護者の方も一緒に来ていただ
くことになっています。YFUは家族ぐる
みのプログラムなので、ご家族にも、異
文化体験のいろいろな側面を知っていた
だきたいからです。

内容は、YFUプログラムの基本的な考え
方を学び、コミュニケーション能力向上
のためのグループ・ディスカッションや
ディベート等、異文化適応のためのカリ
キュラムを通して、YFUプログラム参加
の準備を行います。また、地区委員や帰
国生からの貴重な体験談やアドバイスな
どがあります。そのとき、質問をどんど
んして多くのことを学び、出発に備えて
下さい。安全対策や渡航手続などの書類
作成についてのアドバイスも行います。
※コロナ感染の状況によりオンラインになる場合

もあります

滞在中
日本と同様、派遣先国では、学生一人ひと
りに担当地区委員が決められ、身近な相談
役としてさまざまなアドバイスをしてくれ
ます。

派遣先国においても｢到着後オリエンテー
ション｣ 及び ｢地区ミーティング｣ を定期
的に実施して、ホストファミリー滞在中
の心構え、安全上配慮すべき事柄などを、
ホストファミリーと交換留学生一緒に、
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あるいは別々に分かれて話し合い、学ぶ
機会を用意しています。YFUプログラム
で世界各国から来ている留学生と交流す
るよい機会ともなります。

帰国後
日本から帰国直前に送られてくるアドバ
イス・レター及び帰国後開催される ｢フォ
ローアップ・ミーティング｣ により、日本
への復帰適応 (再適応) がスムーズにでき
るようアドバイスしています。

6. 派遣プログラムに参加するため
には選考試験があるのですか？

あります。年間派遣プログラムの
場合、書類審査の他に学生には学

科テスト (英語、常識) と英会話テスト、
また、学生と保護者に対する面接があり
ます。

7. 法人スカラシップの場合も同じ
ような選考試験があるのですか？

まずYFU交換留学生としての前述
の選考テストに合格する必要があ

ります。一部の法人スカラシップの場合、
それに加えて、独自の審査（面接等）を
別途行うこともあります。

8. テストはいつ頃ですか？

最近では1年間に3回行っておりま
す。第一次募集では6月中旬～7月

上旬、夏期特別募集では7月下旬～8月中
旬、第二次募集では11月上旬～中旬にテ
ストを実施します。
スケジュールの都合で応募時期を逃した
場合はYFU事務所までご相談下さい。
派遣先国によっては上記の募集に加え特
別募集を行う場合もありますので、YFU
事務局にお問い合わせ下さい。

YFUへの応募を受理した後、受験票及び
選考日時・場所を記した選考案内状をお
送りします。テストは通常、休日を利用
し、また、選考会場は全国約11の都市に

設けて応募者が参加しやすいように配慮
しています。
テストは学科試験と面接で、面接には保
護者も同席していただきます。学科試験
と面接が1日で終了します。

9. テストの方法と内容について教
えて下さい

異文化体験に適応できるか否かに
ついて客観的に判定することを主

眼にしています。
現在とられている方法は
① 英語テスト (リスニング及びリーディ
ング、開始前の説明を含め約80分）

② 常識テスト (20分）
③ 面接 (学生と保護者に対する日本語に
よるインタビュー、ならびに学生に対
する英会話テスト)

この他米国派遣を仮合格した学生には英
語のオンラインテスト（ELTiS）が後日、
別途課されます。

10. テストのレベルと競争率を教
えて下さい

¤英語力について

英語力について一概にどこまでの
レベルが必要かということは難し

いですが、派遣先国が最近ヨーロッパ等
の派遣先国から英語力をつけて来て欲し
いとの要望が出ております。
特に、米国など派遣先国の高校から学生
の受入れ決定に当たって、相当高い英語
力のレベルを要求されてきています。高
校生として学業の面でも積極性の面でも
平均以上でないと、ホスト国でやってい
くのはむずかしいでしょう。

‹YFU留学生としての資質

テストでは目的意識をしっかり持ち、何
よりも素直さと熱意、がんばりぬく決意
を面接委員に訴えることです。

›競争率

競争率は、平均して例年2倍程度ですが、
派遣先国によって募集定員が異なります
ので競争率も異なります。
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fi合格後も英語力向上のために努力を

ただし、選考テストに合格しても ｢自分の
英語力は外国留学に十分なのだ｣ などとは
夢にも考えないで下さい。留学生の殆ど
が最初の2～3ヶ月は、ホストファミリー
とのコミュニケーションや学校での授業
に苦労しているのが実情です。

11. 面接はどのようなものですか？

面接の主な目的は、学生・保護者
のYFUプログラム参加に対する目

的・心構えや、家庭の雰囲気・教育方
針・YFU留学への理解などを知ることで
す。子は親の鏡、親は子の鏡ともいいま
す。したがって、保護者そろって面接に
来ていただくことをお願いしています。
また、学生に対する英会話テストもあり
ます。

12. 希望する国に行けるのでしょうか？

派遣先国は、応募学生本人の希望
を優先させながら、基本的には

YFUが指定する国に派遣されます。第一
希望の国が、募集定員が少なく、競争率
が高い場合や、より高い語学力を要求さ
れる国の基準に達していない場合、第二
希望以下の国で合格になる場合がありま
す。YFU留学の体験の成果はどの国に派
遣されても得られます。

13. 派遣プログラムの選考試験に
合格後、参加取消しをされること
がありますか？

YFU学生としての品位を汚す行為
があった場合、オリエンテーショ

ンでの態度や健康上に問題があった場合、
また、語学力が派遣先国の要求する水準
に達しなかった場合、YFU合格後日本の
在学校の成績が著しく低下した場合、通
学日数で10日以上休みがある場合など、
参加取消しの処分を受けることがありま
す。

14. 派遣先国での高校の授業料は
どうなりますか？

YFU学生は派遣先国で原則として
ホストファミリーの所在する地元

の高校に通い、授業料は通常免除となり
ますが、授業料の負担を要求される場合
があります。
現地の高校から語学力の不足により語学
力強化のための学習を要求された場合は、
別途個別語学指導料がかかり、各自で負
担することになります。

15. 派遣先国での配置はどのよう
に決まりますか？

何州とか、どの地域に配置された
い等の希望は受け付けられません。

どこへ行っても異文化体験はできるから
です。派遣先はできるだけ都会地を避け、
治安のよい近郊中小都市や農村部への配
置が中心です。配置については、派遣先
国YFUが参加学生の提出書類に基づいて
ホストファミリーを選定しますが、YFUの
方針として、学生が滞在家庭の地域、家族
構成、人種等を選ぶことはできません。
ダブルプレースメント（1家庭に2人の交
換留学生が滞在）、シングルペアレント家
庭やシングルパーソン家庭もあります。

16. 派遣プログラムに参加するに
あたって、心構えとしてどのよう
なことが必要ですか？

①しっかりした目的意識を持つこ
と

②責任のある行動をとること
③感謝の気持ち、他人への思いやりの気持
ちを持つこと
④異なった環境、生活に適応しようとする
順応性を持つこと
⑤新しい出会いに意欲を示し、協調性を持
つこと
などです。

17. 出発するまでに、どんなことを
勉強しておいたらよいでしょうか？
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第一に、英語および派遣先国の言
語の勉強をしっかりやることです。

言語の勉強の中でも、特にヒアリング、
会話力、コミュニケーション能力の向上
に力を入れることをお勧めします。米国
など派遣先国の中には、プログラム参加
に、ある一定レベル以上の語学力を要求
している国もあります。
また、外国へ行ってから日本について多
くの質問を受けますので、答えに困らな
いように日本の事についてよく勉強して
おいて下さい。日本の伝統や日本社会に
対する自分の意見など、聞かれたら答え
られる程度にまとめておく必要がありま
す。

語学力の点では、NHKのテレビ、ラジオ
講座等を継続的に勉強すると非常に力が
つきます。最近では、ロゼッタストーン
等コンピュータを使用するオンライン語
学学習プログラムもあります。

その他、家庭内でのしつけが大切です。
家事の手伝い、きちんとした食生活、環
境の変化やストレスに対応できる心身と
もに健康な体力など、基本的な生活習慣
をしっかり身につけて、派遣先国の家族
に愛される学生になることです。

18. 派遣先国で語学研修はあるの
ですか？

国によっては、現地到着後、1か
ら2週間程度の語学研修がありま

す（研修中は、通常英語で説明・指導が
なされます）。
フランス・ドイツ派遣学生の場合は2～3
週間のフランス語・ドイツ語研修があり、
別途研修費用がかかります。オランダ派
遣学生にはオランダ語、オーストリア派
遣学生にはドイツ語研修も予定されてお
り、同じく別途研修費用がかかります。
スイス派遣学生はドイツ語圏に行くこと
になりますので到着後ドイツ語研修があ
り、別途研修費用がかかります。いずれ
の場合でも、派遣先国での語学研修は期
間が限られていて、習得できる量にも限
度がありますので、日本にいるうちにで

きる限りの準備をしておかなくてはなり
ません。

19. 受入れホストファミリーは、
YFUから費用補助などを受けてい
るのでしょうか？

いいえ、受けていません。YFUホ
ストファミリーは地区委員と同様、

無償奉仕でお願いしています。受入れま
でにホストファミリー・オリエンテーシ
ョンを受け、また、受入れ後は、担当地
区委員が助言・相談等のサポートをしま
す。
受入れられる学生側も、現地では地区委
員もホストファミリーもボランティアで
あることをよく理解し、感謝の気持ちを
持って接することがホストファミリーに
スムーズに受入れられるために最も重要
なことです。但し、カナダの場合は、カ
ナダ政府の規定で生活費程度の補助をホ
ストファミリーが受けています。

20. 派遣先国の滞在家庭は、どの
ような家庭が多いのでしょうか？

中流家庭が大部分です。都会地へ
の配置は避け、日本では味わうこ

とのできない農村地帯、安全な近郊中小
都市へ配置されます。留学生がそこでの
文化を体験し学習するのに適した家庭を
選ぶよう心がけています。米国を始め派
遣先国における家庭の家族構成、背景は
ますます多様化してきておりますし、日
本の生活から比べると質素な生活をする
ことも多く、学生はその生活を受入れ、
ホストファミリーにとけ込む努力をする
ことが大切です。

21. ホストファミリーと、どうし
てもしっくり行かなくなった場合
は、どうしたらよいでしょうか？

まず、ホストファミリーと率直に
話し合うことです。ホストファミ

リーと話し合う前に友達などに相談する
ことは、場合によってはホストファミリ
ーの気持ちをひどく傷つけることにもな
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りますので十分に気をつけて下さい。ホ
ストファミリーに相談するほか、もちろ
んYFUの相談体制に則って、担当地区委
員、あるいは地域事務所に全てのことに
関して相談することができます。現地の
YFU・受入組織が状況を判断した上で、
問題解決のために対応します。必要に応
じて専門のカウンセラーが、現地で学生と
ホストファミリーの相談にのる体制ができ
ています。

22. YFUには守らなくてはいけな
いルールがあるのですか？

YFUには、全世界のYFU学生が共
通に守らなくてはならない方針・

規則があります。これらの方針・規則は、
学生一人ひとりが安全かつ有意義に生活
できるようにするためのものです。内容
によっては、違反すると早期帰国（プロ
グラムの途中で本国に帰されること）に
なる場合もあります。

23. 学生の留学中、親はホストフ
ァミリーに滞在している自分の子
にEメールを送ったり、訪問した

りできますか？

Eメールは、日本語で行うことに
なりますから、交信内容の分から

ないホストの気持ちを察し、緊急の際は
別として控えるのがエチケットです。
YFUでは交信内容を、ホストから聞かれ
る前に学生自身からホストに説明するよ
うに指導しています。
Eメールは学生の適応の妨げとなることが
多いのでお勧めしません。

訪問については学生が適応していく上で
大きな支障になることもありますので、
原則として禁止しております。せっかく
派遣先国での生活に慣れようとする学生
のペースを乱すことになる場合が多いの
で、訪問はしないで下さい。

24. フェイスブックやマイスペース、

ツイッターなどのSNS（ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス）

は派遣先国で友人達と交信するの

に便利だと言われていますが？

基本的にSNSは広く世の中に公開
されています。例えばあなたと友

人をフェイスブックに投稿するとあなた
を知っている何百の人々に見られます。
一般に勧められませんが、どうしても投
稿する場合は必ず、あなた自身、あなた
の本国、あなたの家族、YFU、あなたの
ホストファミリーなどのプライバシーに
最大の注意を払って下さい。
本国との間でのSNSを利用したやりとり
は制限すること。派遣先国への適応の妨
げとなります。
例えばあなたのプロフィールは非公開に、
あなたの知っている人だけが見られるよ
うにすること。知っている人以外とは電
話番号、住所、電子メールを共有しない
で下さい。
不適切なコメントが掲載されたら消去す
る手続きを取って下さい。
SNS上でうわさ、悪いジョークやうそを
流すことはサイバー攻撃・犯罪になりま
す。ホストスクール、友人、ホストファ
ミリーの家族についてSNS上で不満を言
わないこと。あなたがサイバー攻撃・犯
罪の標的になったら必ずホストペアレン
ト、先生、派遣先国の地区委員に話しま
しょう。
今後ますますSNSが世界で活用されるこ
とになるかも知れません。あなた自身や
ホストファミリー、友人について掲示す
る全ての情報や写真には将来のことを考
えて関係者の了解をとる、最大の注意を
払うか差し控える様にして下さい。

25. 派遣先国にいる知り合いと連
絡を取っても構わないのですか？

連絡はお互い取り合わない方がい
いです。派遣先国の生活習慣に適

応することは、簡単なことではありませ
ん。知人や、近くにいる日本人、また、
日本からの留学生との交流ばかりが盛ん
になると、ホストファミリーとの関係が
難しくなります。派遣先国について学ぶ
意味が薄れるだけでなく、やがてホスト
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ファミリーが不快感を持つようになるも
のです。

26. 編入される派遣先国の高校に
ついて教えて下さい

派遣先国の正規後期中等教育機関
として認められた高校へ、聴講生

として編入され、始めから派遣先国の高
校生同様の扱いを受けます。授業料は免
除されますが、実験・実習費、通学交通
費は必要です (教科書代・学費が一部自己
負担になる場合もあります) 。但し、カナ
ダの場合はカナダ政府の規定により授業
料がかかります。
編入学年は、派遣先国受入高校の判断に
よって決定されます。最高学年に編入の
場合、卒業証書を授与されませんし、
YFUとしては要求することもできません。

27. 派遣先国の高校で取る科目につ
いては決まっているのでしょうか？

殆どの国で、取る科目は決まって
いません。また、出発前に日本で

科目を決めることもできません。必修の
科目を除き、現地到着後受入高校のスク
ール・カウンセラーのアドバイスを受け、
選択決定します。最初の学期で英語にあま
り自信がない場合、どんな科目を取れば
いいか、各学校のカウンセラーが相談に
のり、助言してくれます。
米国高校の場合交換学生はUS History や
US Government 等必須科目とされる場合
が多くあります。

28. 派遣先国滞在期間中、日本の
高校はどのような扱いとなるので
しょうか？

「学校教育法施行規則」（最終改
正：2010年7月15日文部科学省

令第17号）第93条は、校長が許可した留
学について、校長の判断により、生徒の
外国高等学校における履修を国内の高等
学校における履修とみなし、36単位以内
の範囲で単位の修得を認定することがで
きるとしています。留学中の単位認定に

ついては、都道府県や学校によって扱い
が違うことがありますので各自、事前に
学校に相談して下さい。

YFU留学生の中には、この単位認定制度
を積極的に利用して帰国後遅れずに進
級・進学する者もいますが、帰国後1年間
学習をやり直すことを選ぶ者もいます。

29. 派遣先国で大学受験勉強を継
続できますか？

殆どの参加学生は帰国後、交換留
学中に養ったコミュニケーション

能力や問題解決能力等を活用し、大学受
験に前向きなチャレンジ精神を発揮し、
大学受験に成功を収めています。
留学中は、せっかく異文化生活体験のた
めに海外に滞在しているのに、受験勉強
のために部屋に閉じこもったりすると、
ホストファミリーや友人との会話もなく
なり、溝ができたりして、その結果、ホ
ストファミリーにとけ込めなくなってし
まいます。また、派遣先国での生活や勉
強が中途半端になってしまい、異文化を
学び取ることができません。ホストファミ
リーも ｢何をしに来たのか｣ と失望し、良
い結果は生まれません。事実、学生は、新
しい環境に慣れるための努力をしたり、
クラブ活動に打ち込んだりしていると、
受験勉強の余裕がありません。

派遣先国にいるときは、現地での生活に
専念することが最も重要なことですし、
日本へ帰ってからは頭の切り換えをする
ことが大切です。多くの先輩体験者も、
帰国してから集中的に勉強することが最
も効果的と指摘しています。

30. 滞在中、旅行などの学生の単
独行動は許されますか？

YFUは学生単独の旅行を認めてい
ません。YFU体験は、ホストファ

ミリーの一員として行動する家庭生活体
験が中心だからです。なお、地域によっ
て、YFU受入提携組織主催の旅行、YFU
トリップが企画されることがあり、それ
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には各自費用を負担して必要な書類許可
手続を経た上で参加することができます。

31. 病気になった場合の医療費は
どうなっていますか？

YFU留学生の参加費にはYFU団体
保険料が含まれています。YFU学

生は自動的に加入します。これは、海外
旅行傷害保険と同様の保険で、YFU独自
のものです。従来の例では、軽い病気な
どは、この保険で実費がほとんど補償さ
れました。ただし、既往症や歯の治療に
は適用されません。保険請求手続きが必
要な場合、ホストファミリー、地区委員に
相談して請求手続きをすみやかに進めて下
さい。
また、YFU保険でカバーされていない費
用をカバーするものとしてYFUでは保険
会社数社による任意保険を紹介していま
す。

32. 違った環境に置かれるので健

康のことが少し心配なのですが？

選考試験の面接時には、あなたの
健康で不安な点があれば地区委員

の方によく説明して下さい。あなたの健康
に関する情報を派遣先国YFUに正確に伝
え受入れ可能かどうかを問い合わせること
になります。アレルギーなどについてはで
きるだけ正確に説明して下さい。
動物アレルギーや喘息、難病、摂食障害の
ある方、心療内科で治療したり、現在治療
中の方は参加できません。合格後にそれが
判明した場合も参加取り消しになります。

33. 出発、帰国のとき、羽田空港
や成田空港まで見送りや出迎えに
行かなければいけませんか？

見送り、出迎えの必要はとくにあ
りません。異文化生活では、学生

は親離れをし、自立的に行動することを
要求されます。出発時には、学生自身で、
出発直前オリエンテーションの集合地
（羽田空港、箱崎の東京シティエアターミ
ナルや成田空港など）まで来ることにな

っています。また、羽田空港や成田空港
での家族、友人の見送りは、警備または
場内整理の都合上控えるようにと空港側
から指導を受けています。
派遣先国では到着地空港で、現地YFU・
受入提携組織の関係者が出迎えますので
ご安心下さい。

34. 安全対策についてYFUはどの
ように対応していますか？

学生の安全対策はYFUにとって最
優先の課題であり、テロ行為等を

含む治安上の重大事態やコロナ等のビー
ルス感染拡大の緊急事態および重大な自
然災害に備えて、緊急事態対策委員会を
設け、各国のYFUと連絡を密に取りなが
ら、その対応に努めております。
YFUルールやホストファミリーのアドバ
イスに従うことが基本です。

35. 留学期間を延長・短縮するこ

とはできますか？

プログラムの出発・帰国日はすべ
てYFUが指定した日程となりま

す。派遣生の都合で留学期間を延ばした
り、短くしたりすることはできません。
また、出発時期により留学期間を延ばし
たり、短くしたりすることはありません。

36. コロナワクチンの接種は必須

でしょうか？

必須です。コロナワクチン接種に
同意頂けない場合、派遣プログラ

ムへの参加はできません。

受入プログラムについて

37. 受入れはどのように行われて
いるのですか？

日本では北海道から沖縄までの全
国各地で、海外からの交換留学生

を受入れています。無償で家族の一員と
して留学生の受入れをお勧めしておりま
す。YFUの実施するホストファミリー・
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オリエンテーションで事前にホストファ
ミリーとして必要な心構え、準備等をア
ドバイスします。

YFUプログラムは、各国と国単位の相互
交換による交流プログラム（exchange
program）ですが、従来から、派遣プログ
ラム参加学生の家庭に外国人交換学生の
受入れを奨励してきました。その理由は
以下の通りです。
① 外国学生を受入れることにより、派遣
プログラム参加学生、保護者が受入れ
側の立場、苦労をよく理解することが
でき、派遣先国でよりよい適応ができ
る等の効果をあげている。

② 異文化体験について家族全員の関心が
高まり、参加学生にもよい影響が期待
できる。

③ その他にも、参加学生が外人コンプレ
ックスを解消して出発でき、異文化適
応がよりスムーズにできる等、メリッ
トが非常に大きい。

このような理由から、毎年派遣プログラ
ム参加学生家庭の約80％以上がホスト引
受けをしています。
派遣学生家庭を優先して外国学生を受入
れていただいておりますが、毎年、後に
なってから「ぜひわが家にも」と申し出
るご家庭もあり、ご希望に添えないこと
がありますので、お早目に申込まれるこ
とをお勧めします。

38. 受入れ家庭と学生に対して
YFUはどのように指導・支援して
くれますか？

受入れ家庭と来日外国人学生間に
起こり得る文化摩擦等に備えて、

以下の準備、サポートが行われています。

① 訪問によるホストファミリー・インタビュー
② ホストファミリー・オリエンテーション
の実施（心構え等についてのアドバイス）

③ 日常的なYFU地区委員による生活相談
及びアドバイス・支援と定期的なホス
トファミリー及び受入学生に対するコ
ンタクト

④ YFUスタッフによる指導・支援

⑤ 意思疎通のため、副地区委員が必要に
応じて英語によるコミュニケーション
をお手伝い

⑥ 地区単位のエリア・オリエンテーショ
ンによる学生及びホストファミリーに
対する指導、ケア

39. ホストする際、同年輩の子ど
もがいた方がよいでしょうか？

同年輩の子どもがいればそれに越
したことはありません。

しかし、小さい子どもだけの場合でも留
学生には子ども好きな学生が中にはいま
す。また、自分たちの子どもが巣立って
ご夫妻だけになった家庭でも、久しぶり
に子どもを迎えたとリフレッシュした気
分で留学生と上手につき合われたケース
もあります。

ご自分だけで考えて心配なさらず、ぜひ
経験者の話をお聞き下さるようお勧めし
ます。

40. 家庭内で英語ができる人がい
ませんが、ホストとして問題はな
いでしょうか？

外国からの学生は、ホストファミ
リーが英語を使えない、とわかる

と、一生懸命日本語でコミュニケーショ
ンをとろうとします。辞書を利用しなが
ら、単語を並べるだけでも意思疎通はは
かれます。要は、人間同士という信頼と
暖かい交流が一番でしょう。日本語がわ
からない学生でも、忍耐強く易しい言葉
から教えてゆくと段々と心が通じ合える
ようになります。

41. 食事のことが気がかりですが？

留学生に対しては、過度に心配す
ることはありません。いつも通り

にして下さい。ただし、健康上の理由（ア
レルギー等）、宗教上の理由で食べ物に制
限がある学生もいますが、担当の地区委員
に相談していただくこともできます。
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総数 2,255校　
高専：高等専門学校　高：高等学校

北海道（50校）
（国立）函館工業高専
（道立）阿寒高、旭川北高、旭川農業高、
石狩南高、岩内高、岩見沢東高、大麻高、
小樽桜陽高、小樽商業高、小樽潮陵高、帯
広柏葉高、上川高、北広島高、倶知安高、
札幌東高、札幌西高、札幌南高、札幌北高、
札幌国際情報高、札幌白石高、札幌西陵高、
札幌英藍高、札幌月寒高、札幌手稲高、札
幌南陵高、佐呂間高、千歳北陽高、函館中
部高、室蘭清水丘高、稚内高
（市立）札幌市立札幌旭丘高、札幌市立札
幌開成高、札幌市立札幌清田高、札幌市立
札幌平岸高、札幌市立札幌藻岩高、滝川市
立滝川西高
（私立）遺愛女子高、北見藤女子高、札幌大
谷高、海星学院高、東海大学第四高、とわ
の森三愛高、函館ラ・サール高、藤女子高、
北星学園女子高、北星学園新札幌高、北星
学園余市高、北海高、立命館大学慶祥高

青森 (15校)
(国立)八戸工業高専
(県立)青森高、青森東高、青森西高、青森
南高、五所川原高、三本木高、田名部高、
八戸高、八戸東高、八戸西高、弘前高
(私立)青森明の星高、八戸聖ウルスラ学院
高、弘前学院聖愛高

岩手（16校）
(県立)一関第一高、大船渡高、釜石高、遠
野高、不来方高、花巻北高、水沢商業高、
盛岡第一高、盛岡第二高、盛岡第三高、盛
岡第四高、盛岡北高、黒沢尻北高
（市立）盛岡市立高
（私立）専修大学北上高、盛岡白百合学園高

宮城 (44校)
(国立)仙台高等専門学校広瀬キャンパス、

仙台高等専門学校名取キャンパス
(県立)泉高、泉松陵高、泉館山高、仙台三
桜高、仙台第一高、仙台第二高、仙台第三
高、仙台東高、仙台南高、仙台向山高、佐
沼高、塩釜高、白石高、宮城第一高、仙台
二華高、仙台三桜高、多賀城高、築館高、
富谷高、古川高、宮城第一高、宮城野高、
宮城広瀬高、迫桜高、涌谷高
(市立)仙台市立青陵中等教育学校、仙台市
立仙台高、仙台市立仙台商業高、仙台市立
仙台商業高
(私立)秀光中等教育学校、尚絅学院高、聖
ウルスラ学院高、聖ドミニコ学院高、仙台
育英学園高、仙台白百合学園高、東北高、
東北学院高、東北学院榴ヶ岡高、仙台城南
高、常磐木学園高、宮城学院高、明成高

秋田（26校）
(県立)秋田高、秋田北鷹高、秋田西高、秋
田南高、秋田北高、大館桂桜高、大館国際
情報学院高、大館鳳鳴高、大曲高、角館高、
十和田高、能代高、能代松陽高、花輪高、
平成高、本荘高、湯沢高、横手高、横手城
南高、横手清陵学院高、六郷高
(市立)秋田市立秋田商業高、秋田市立御所
野学院高
(私立)明桜高、秋田令和高、聖霊女子短期
大学付属高

山形（15校）
(県立)寒河江高、酒田東高、新庄北高、東
桜学館中学校・高校、鶴岡南高、長井高、
南陽高、山形南高、米沢東高、米沢興譲館
高、米沢商業高
(市立)山形市立商業高
(私立)九里学園高、九里学園高、日本大学
山形高

福島（17校）
(県立)安積高、安積黎明高、磐城高、磐城
桜が丘高、いわき総合高、郡山高、郡山商
業高、須賀川桐陽高、平工業高、福島高、

07 _派遣学生出身校一覧 ………………………
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橘高、福島商業高、双葉高、福島南高、原
町高、湯本高
(私立)石川高

茨城（33校）
(国立)茨城工業高専
(県立)古河第三高、牛久栄進高、太田第一
高、下館第一高、竹園高、中央高、土浦第
一高、土浦第二高、土浦湖北高、那珂高、
並木高、日立第一高、藤代高、藤代紫水高、
水海道第一高、水戸第一高、水戸第二高、
水戸桜ノ牧高、水戸商業高、緑岡高、竜ヶ
崎第一高、並木中等教育学校
(私立)茨城キリスト教学園高、江戸川学園
取手高、常総学院高、清真学園高、つくば
秀英高、土浦日本大学高、東洋大学附属牛
久高、水城高、茗渓学園高、茨城高

栃木（33校）
(国立)小山工業高専
(県立)足利南高、足利女子高、石橋高、宇
都宮高、宇都宮東高、宇都宮北高、宇都宮
女子高、宇都宮清陵高、宇都宮中央女子高、
大田原高、大田原女子高、鹿沼高、鹿沼東
高、黒磯高、黒磯南高、栃木高、栃木翔南
高、栃木南高、栃木女子高、壬生高、真岡
女子高、茂木高、矢板東高
(私立)足利工業大学附属高、宇都宮海星女
子学院、宇都宮短期大学附属高、宇都宮文
星女子校、国学院大学栃木高、作新学院高
等部、那須高原海城高、白 大学足利高、
文星芸術大学附属高

群馬（25校）
(県立)伊勢崎東高、伊勢崎女子高、太田高、
太田女子高、桐生高、桐生南高、桐生工業
高、桐生女子高、渋川高、渋川女子高、高
崎高、高崎女子高、館林女子校、中央高、
富岡高、長野原高、沼田女子高、前橋高、
前橋女子高、前橋商業高、万場高
（市立）桐生市立商業高
（私立）樹徳高、東京農業大学第二高、新
島学園高

埼玉（87校）
（国立）筑波大学附属坂戸高
（県立）上尾高、上尾沼南高、朝霞西高、
伊奈学園総合高、入間向陽高、岩槻高、浦
和高、浦和北高、浦和西高、浦和第一女子

高、大宮高、大宮光陵高、小鹿野高、桶川
高、春日部高、春日部女子高、川口高、川
口北高、川越高、川越西高、川越南高、川
越女子高、川越総合高、川越初雁高、北本
高、久喜高、久喜北陽高、熊谷高、熊谷西
高、熊谷女子高、越ヶ谷高、越谷西高、越
谷北高、坂戸高、坂戸西高、狭山高、杉戸
高、草加南高、所沢高、所沢西高、所沢北
高、所沢中央高、豊岡高、南陵高、飯能高、
飯能南高、吹上高、福岡高、不動岡高、本
庄高、松山高、松山女子高、与野高、和光
国際高、鷲宮高、蕨高
（市立）川口市立川口総合高、さいたま市
立浦和高、さいたま市立浦和南高、さいた
ま市立大宮北高
（私立）秋草学園高、浦和明の星女子高、
浦和学院高、浦和ルーテル学院高、大妻嵐
山高、大宮開成高、開智高、春日部共栄高、
慶応義塾志木高、栄東高、秀明英光高、淑
徳与野高、城西大学付属川越高、城北埼玉
高、自由の森学園高、西武学園文理高、聖
望学園高、獨協埼玉高、武南高、星野女子
高、本庄東高、武蔵野高、山村女子高、立
教高、立教新座高、早稲田大学本庄高

千葉（102校）
(県立)我孫子高、安房高、磯辺高、市川東
高、市川南高、市川昂高、市川工業高、印
旙明誠高、浦安南高、柏高、柏西高、柏南
高、柏中央高、鎌ヶ谷高、木更津高、木更
津東高、君津商業高、検見川高、国府台高、
小金高、国分高、佐倉高、佐倉東高、佐倉
西高、佐原高、関宿高、匝瑳高、千城台高、
千葉高、千葉東高、千葉西高、千葉南高、
千葉北高、千葉大宮高、千葉商業高、千葉
女子高、長生高、津田沼高、東金高、土気
高、富里高、流山おおたかの森高、成田北
高、成田国際高、成東高、東葛飾高、船橋
高、船橋東高、船橋啓明高、幕張総合高、
松尾高、松戸高、松戸国際高、松戸馬橋高、
実籾高、薬園台高、八千代高、八千代東高、
四街道北高、若松高
（市立）柏市立柏高、千葉市立稲毛高、千
葉市立千葉高、銚子市立銚子高、習志野市
立習志野高、松戸市立松戸高
(私立)我孫子二階堂高、市川高、市原中央
高、柏日体高、暁星国際高、敬愛学園高、
国府台女子学院高、志学館高、芝浦工業大
学柏高、渋谷教育学園幕張高、秀明大学八
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千代高、昭和学院高、昭和学院秀英高、聖
徳大学附属高、西武台千葉高、木更津総合
高校、専修大学松戸高、千葉英和高、千葉
敬愛高、千葉日本大学第一高、千葉明徳高、
中央学院高、東海大学付属浦安高、東海大学
付属望洋高、東京学館高、東京学館浦安高、
東邦大学付属東邦高、成田高、二松学舎大学
附属柏高、日本大学習志野高、日出学園高、
八千代松陰高、流通経済大学付属柏高、麗澤
高、和洋国府台女子高、東葉高校

東京（302校）
(国立)東京工業高専、お茶の水女子大学附
属高、筑波大学附属高、筑波大学附属駒場
高、東京学芸大学教育学部附属高、東京学
芸大学附属中等教育学校、東京学芸大学附
属国際中等教育学校、東京工業大学工学部
附属工業高、東京大学教育学部附属高
(都立)工業高専、航空工業高専、青井高、
青山高、赤坂高、飛鳥高、足立東高、足立
新田高、井草高、稲城高、上野高、江戸川
高、大泉高、大泉北高、大崎高、桜修館中
等教育学校、大森高、青梅東高、大山高、
小笠原高、小川高、荻窪高、小山台高、科
学技術高、片倉高、蒲田高、北園高、清瀬
高、桐ヶ丘高、千代田区立九段中等教育学
校、国立高、久留米高、久留米西高、芸術
高、小石川中等教育学校、江北高、小金井
北高、国際高、国分寺高、小平高、小平西
高、狛江高、小松川高、駒場高、鷺宮高、
桜町高、忍岡高、石神井高、上水高、城東
高、城南高、翔陽高、昭和高、新宿高、新
宿山吹高、神代高、杉並高、杉並総合高、
墨田川高、総合芸術高、高島高、田柄高、
竹早高、忠生高、立川高、立川国際中等教
育学校、田無高、玉川高、調布南高、調布
北高、田園調布高、豊島高、戸山高、豊多
摩高、都立大学附属高、永山高、成瀬高、
西高、拝島高、白鴎高、八王子東高、晴海
総合高、東村山西高、東大和高、一橋高、
日野高、日野台高、日比谷高、広尾高、深
川高、深沢高、富士高、富士森高、淵江高、
府中高、府中東高、文京高、保谷高、町田
高、松が谷高、松原高、三田高、三鷹中等
教育学校、南高、南平高、南多摩中等教育
学校、南野高、美原高、向丘高、武蔵高、
武蔵野北高、明正高、目黒高、紅葉川高、
八潮高、山崎高、雪谷高、両国高、芦花高
（区立）千代田区立九段中等教育学校

（私立）青山学院高等部、麻布高、足立学
園高、跡見学園高、郁文館高、郁文館グロ
ーバル高、郁文館国際高、上野学園高、江
戸川女子高、桜蔭高、大妻高、大妻多摩高、
大妻中野高、桜美林高、鴎友学園女子高、
海城高、開成高、かえつ有明高、嘉悦女子
高、学習院高等科、学習院女子高等科、川
村高、関東国際高、関東第一高、北豊島高、
吉祥女子高、暁星高、共立女子高、共立女
子第二高、錦城高、錦城学園高、ケイ・イ
ンターナショナルスクール、慶応義塾女子
高、京華高、京華女子高、恵泉女学園高、
啓明学園高、光塩女子学院高等科、晃華学
園高、攻玉社高、佼成学園高、佼成学園女
子高、香蘭女学校高、国学院高、国学院大
学久我山高、国際基督教大学高、駒込高、
駒沢学園女子高、実践学園高、実践女子学
園高、品川女子学院高等部、芝高、渋谷教
育学園渋谷高、自由学園高等科、十文字高、
淑徳高、淑徳学園高、淑徳巣鴨高、順心女
子学園高、頌栄女子学院高、城西大学附属
城西高、下北沢成徳高、城北高、昭和女子
大学附属昭和高、昭和第一高、女子学院高、
女子聖学院高、女子美術大学付属高、順天
高、白梅学園高、白百合学園高、巣鴨高、
聖学院高、成蹊高、成城高、成城学園高、
聖心女子学院高等科、聖ドミニコ学園高、
星美学園高、青稜高、世田谷学園高、駿台
学園高、専修大学附属高、洗足学園第一高、
創価高、大成高、高輪高、拓殖大学第一高、
玉川学園高等部、玉川聖学院高等部、多摩
大学附属聖ヶ丘高、多摩大学目黒高、中央
大学高、中央大学杉並高、中央大学附属高、
鶴川高、帝京高、帝京大学系属帝京高、帝
京大学高、田園調布学園高等部、田園調布
雙葉高、戸板女子高、東亜学園高、東海大
学菅生高、東海大学付属高輪台高、東京高、
東京家政学院高、東京家政大学附属女子高、
東京純心女子高、東京女学館高、東京女子
学院高、東京女子学園高、東京成徳大学高、
東京電機大学高、東京農業大学第一高、桐
朋高、桐朋女子高、東洋高、東洋英和女学
院高等部、トキワ松学園高、豊島岡女子学
園高、獨協高、二松學舎大学附属高、日体
荏原高、日本学園高、日本大学第二高、日
本大学第三高、日本大学櫻丘高、日本大学
鶴ヶ丘高、日本大学豊山高、日本大学豊山
女子高、八王子高、広尾学園高、富士見高、
富士見丘高、藤村女子高、雙葉高、普連土
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学園高、文京学院大学女子高、文教大学付
属高、法政大学高、法政大学国際高、法政
大学第一高、宝仙学園高、保善高、本郷高、
美川特区アットマーク国際高、三田国際学
園高、三輪田学園高、武蔵高、武蔵工業大
学付属高、武蔵野女子学院高、明治学院高、
明治学院東村山高、明治大学付属中野高、
明治大学付属明治高、明星高、目黒星美学
園高、目白学園高、明星学園高、八雲学園
高、安田学園高、山脇学園高、立教池袋高、
立教女学院高、立正高、和光高、早稲田高、
早稲田実業学校高等部、早稲田大学高等学院、
和洋九段女子高

神奈川（198校）
（国立）横浜国立大附属高
（県立）愛川高、相原高、旭高、麻溝台高、
足柄高、厚木高、厚木東高、厚木西高、綾
瀬西高、有馬高、生田高、生田東高、伊志
田高、磯子高、市ヶ尾高、岩戸高、荏田高、
海老名高、大井高、大磯高、大岡高、大楠
高、大清水高、大原高、大船高、岡津高、
小田原高、小田原城内高、追浜高、外語短
期大学付属高、金井高、神奈川総合高、鎌
倉高、釜利谷高、上郷高、上鶴間高、上溝
南高、上矢部高、川崎高、川崎南高、川和
高、寛政高、岸根高、希望ヶ丘高、霧が丘
高、久里浜高、県立麻生高校、港南台高、
港北高、光陵高、相模大野高、相模原高、
相模原中等教育学校、相模原工業技術高、
座間高、寒川高、七里ガ浜高、清水ヶ丘高、
商工高、湘南高、松陽高、城郷高、城山高、
新栄高、新城高、逗子高、住吉高、逗葉高、
西湘高、瀬谷高、瀬谷西高、相武台高、多
摩高、津久井浜高、鶴見高、鶴嶺高、富岡
高、茅ヶ崎西浜高、茅ヶ崎北陵高、中沢高、
永谷高、野庭高、白山高、柏陽高、橋本高、
秦野高、秦野曽屋高、初声高、東金沢高、
氷取沢高、ひばりが丘高、平塚江南高、平塚
商業高、平塚農業高初声分校、深沢高、藤沢
高、藤沢西高、藤沢北高、保土ヶ谷高、舞岡
高、都岡高、六ッ川高、元石川高、弥栄高、
弥栄東高、弥栄西高、大和高、大和西高、大
和南高、百合丘高、横須賀高、横須賀大津高、
横浜国際高、横浜栄高、横浜翆嵐高、横浜清
陵総合高、横浜立野高、横浜日野高、横浜平
沼高、横浜緑ヶ丘高、平塚中等教育学校
（市立）川崎市立川崎総合科学高、川崎市
立高津高、川崎市立橘高、横須賀市立商業

高、横須賀市立横須賀高、横須賀市立横須
賀総合高、横浜市立金沢高、横浜市立サイ
エンスフロンティア高、横浜市立桜丘高、
横浜市立戸塚高、横浜市立南高、横浜市立
横浜商業高、横浜市立東高
（私立）浅野高、栄光学園高、神奈川学園
高、神奈川大学附属高、鎌倉学園高、鎌倉
女学院高、鎌倉女子大学高等部、カリタス
女子高、関東学院高、関東学院六浦高、鵠
沼女子高、公文国際学園高、慶應義塾高、
慶應義塾湘南藤沢高等部、相模女子大学高
等部、サレジオ学院高、自修館中等教育学
校、湘南学園高、湘南工科大学附属高、湘
南女子高、湘南白百合学園高、逗子開成高、
聖園女学院高、聖光学院高、聖セシリア女
子高、清泉女学院高、洗足学園高、洗足学
園大学附属高、捜真女学校高等学部、相洋
高、高木学園女子高、中央大学附属横浜高、
桐蔭学園高、東海大学付属相模高、東京横
浜独逸学園、桐光学園高、日本女子大学附
属高、日本大学高、日本大学藤沢高、平塚
学園高、フェリス女学院高、藤沢翔陵高、
富士見丘高、藤嶺学園藤沢高、法政大学第
二高、法政国際高校、三浦高、森村学園高
等部、山手学院高、横須賀学院高、横浜高、
青山学院横浜英和高、横浜女学院高、横浜
学園高、横浜共立学園高、横浜国際女学院
翆陵高、横浜商科大学高、横浜商工高、横
浜隼人高、横浜雙葉高、横浜山手女子高

新潟（24校）
(国立)長岡工業高専
(県立)小千谷高、柏崎高、柏崎商業高、国
際情報高、三条高、新発田南高、十日町高、
長岡高、長岡大手高、長岡向陵高、長岡商
業高、新潟高、新潟江南高、新潟商業高、
新潟中央高、巻高、六日町高、村上高、両
津高
(私立)敬和学園高、中越高、新潟清心女子
高、新潟明訓高

富山（21校）
(国立)富山高専
(県立)上市高、呉羽高、小杉高、桜井高、
新湊高、高岡高、高岡西高、泊高、富山高、
富山西高、富山南高、富山商業高、富山い
ずみ高、富山中部高、氷見高、福岡高、福
野高、伏木高
(私立)富山国際大学付属高、富山第一高
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石川（17校）
（国立）金沢大学教育学部附属高
（県立）金沢泉丘高、金沢桜丘高、金沢辰
巳丘高、金沢西高、金沢錦丘高、金沢二水
高、金沢伏見高、小松高、小松明峰高、七
尾高、羽咋高、輪島高
（市立）金沢市立工業高、小松市立高
（私立）金沢高、北陸学院高

福井（13校）
（国立）福井工業高専
（県立）大野高、高志高、武生高、武生東
高、武生工業高、丹生高、羽水高、福井商
業高、藤島高
（私立）敦賀気比高、仁愛女子高、北陸高

山梨（16校）
（県立）峡北高、甲府昭和高、甲府第一高、
甲府西高、甲府東高、甲府南高、白根高、
日川高、富士河口湖高、吉田高
（市立）北杜市立甲陵高
（私立）駿台甲府高、東海大学甲府高、日
本大学明誠高、山梨英和高、山梨学院大学
附属高

長野（36校）
（国立）長野工業高専
（県立）飯田高、飯田風越高、飯山照丘高、
伊那北高、伊那弥生ヶ丘高、上田高、上田
染谷丘高、岡谷東高、岡谷南高、木曽高、
篠ノ井高、下諏訪向陽高、諏訪実業高、諏
訪清陵高、諏訪二葉高、蘇南高、豊科高、
長野高、長野商業高、長野東高、長野西高、
長野吉田高、野沢北高、松本県ヶ丘高、松
本蟻ヶ崎高、松本深志高、松本美須々ヶ丘
高、丸子実業高、屋代高
（私立）上田西高、佐久長聖高、東海大学
第三高、長野清泉女学院高、松商学園高、
松本秀峰中等教育学校

岐阜（37校）
（国立）岐阜工業高専
（県立）池田高、恵那高、大垣東高、大垣
南高、大垣北高、大垣工業高、大垣商業高、
各務原高、加納高、岐山高、岐阜高、岐阜
北高、岐阜商業高、群上北高、坂下高、関
高、飛騨高山高、多治見高、多治見北高、
長良高、羽島北高、斐太高、不破高、瑞浪
高、武義高、本巣松陽高、吉城高

（私立）鶯谷高、岐阜聖徳学園高、聖マリ
ア女学院高、多治見西高、中京学院大学附
属中京高、富田高、岐阜東高、帝京大学可
児高、麗澤瑞浪高

静岡（55校）
（県立）池新田高、伊豆中央高、伊東高、
磐田南高、静岡高、静岡商業高、静岡城北
高、静岡西高、静岡農業高、静岡東高、島
田高、清水東高、清水西高、下田高、裾野
高、駿河総合高、田方農業高、韮山高、沼
津東高、沼津西高、沼津城北高、榛原高、
浜北西高、浜松西高、浜松南高、浜松北高、
浜松湖南高、富士高、富士東高、富士宮北
高、松崎高、三島南高、三島北高、焼津中
央高、清流館高、吉原高
（市立）静岡市立高、浜松市立高
（私立）加藤学園高、加藤学園暁秀高、静
岡英和女学院高、静岡学園高、静岡北高、
静岡聖光学院高、静岡雙葉高、静岡県西遠
女子学園高、聖隷クリストファー高、桐陽
高、常葉大学附属常葉高、常葉大学附属橘
高、日本大学三島高、沼津中央高、浜松学
芸高、浜松聖星高、不二聖心女子学院高

愛知（131校）
（国立）豊田工業高専、愛知教育大学附属
高、名古屋大学教育学部附属高
（県立）阿久比高、旭丘高、旭野高、熱田
高、安城東高、安城南高、惟信高、一宮高、
一宮西高、一宮南高、一宮北高、一宮興道
高、稲沢東高、犬山高、岩倉総合高、内海
高、大府高、大府東高、岡崎高、岡崎西高、
岡崎北高、岡崎商業高、春日井高、春日井
東高、春日井西高、春日井商業高、刈谷高、
刈谷北高、木曽川高、高蔵寺高、江南高、
国府高、五条高、衣台高、時習館高、松蔭
高、昭和高、新川高、新城東高、瑞陵高、
成章高、瀬戸高、瀬戸西高、武豊高、千種
高、知多翔洋高、知立高、知立東高、津島
高、津島東高、天白高、東海南高、東海商
業高、東郷高、常滑高、豊明高、豊丘高、
豊田高、豊田東高、豊田西高、豊田南高、
豊田北高、豊野高、豊橋東高、豊橋南高、
長久手高、中村高、名古屋西高、名古屋南
高、鳴海高、南陽高、西尾高、西春高、日
進高、日進西高、丹羽高、半田高、半田東
高、半田農業高、御津高、名南工業高、明
和高、横須賀高
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（市立）名古屋市立菊里高、名古屋市立北
高、名古屋市立向陽高、名古屋市立桜台高、
名古屋市立西陵高、名古屋市立富田高、名
古屋市立名古屋商業高、名古屋市立緑高、
名古屋市立名東高、名古屋市立山田高
（私立）愛知高、愛知工業大学名電高、愛
知淑徳高、安城学園高、岡崎城西高、名古
屋経済大学市邨高、桜花学園高、大同大学
大同高、ã蔵高、滝高、中部大学春日丘高、
菊華高、金城学院高、黄柳野高、椙山女学
園高、聖カピタニオ女子高、星城高、清林
館高、聖霊高、至学館高、中京大学付属中
京高、東海高、東邦高、名古屋高、名古屋
国際高、名古屋女子大学高、中部大学名古
屋第一高、南山高女子部、南山高男子部、
南山国際高、日本福祉大学付属高、光ヶ丘
女子高、藤ﾉ花女子高、名城大学附属高

三重（27校）
（国立）鳥羽商船高専
（県立）飯野高、伊勢高、いなべ総合学園
高、宇治山田商業高、尾鷲高、川越高、木
本高、桑名高、神戸高、白子高、昴学園高、
津高、津東高、津西高、名張高、久居高、
松阪高、松阪商業高、四日市高、四日市西
高、四日市南高
（私立）海星高、セントヨゼフ女子学園高、
青山高、三重高、四日市メリノール学院高

滋賀（25校）
（県立）石山高、大津高、大津商業高、大
津清陵高、河瀬高、甲西高、国際情報高、
膳所高、高島高、玉川高、虎姫高、長浜北
高、八幡商業高、東大津高、彦根東高、彦
根西高、米原高、水口高、水口東高、守山
高、八日市高
（私立）近江兄弟社高、滋賀女子高、比叡
山高、立命館守山高

京都（62校）
（国立）舞鶴工業高専、京都教育大学教育
学部附属高
（府立）乙訓高、桂高、亀岡高、鴨沂高、
北嵯峨高、久御山高、向陽高、嵯峨野高、
商業高、城陽高、朱雀高、園部高、田辺高、
東稜高、莵道高、鳥羽高、南陽高、西宇治
高、西乙訓高、西舞鶴高、農芸高、東宇治
高、東舞鶴高、福知山高、北陵高、南八幡
高、桃山高、山城高、洛水高、洛西高、洛

東高、洛北高
（市立）京都市立西京高、京都市立紫野高、
京都市立日吉ヶ丘高、京都市立堀川高
（私立）一燈園高、大谷高、京都外大西高、
京都学園高、京都産業大学付属校、京都女
子高、京都成安高、京都精華女子高、京都
橘高、京都西高、京都文教女子高、京都両
洋高、聖母学院高、同志社高、同志社国際
高、同志社女子高、西山高、ノートルダム
女学院高、東山高、平安高、平安女学院高、
洛南高、立命館高、立命館宇治高

大阪（157校）
（国立）大阪教育大学教育学部附属高池田
校舎、大阪教育大学教育学部附属高天王寺
校舎、大阪教育大学教育学部附属高平野校
舎
（府立）大阪府立工業高専、旭高、芥川高、
阿武野高、生野高、池田高、池田北高、和
泉高、泉大津高、磯島高、市岡高、茨田高、
茨木高、茨木西高、今宮高、大手前高、鳳
高、春日丘高、交野高、河南高、岸和田高、
北千里高、北野高、香里丘高、金剛高、堺
東高、桜塚高、佐野高、狭山高、四条畷高、
渋谷高、島上高、島本高、清水谷高、吹田
高、吹田東高、住吉高、少路高、成美高、
清友高、泉北高、泉陽高、千里高、大東高、
高石高、高津高、高槻南高、高槻北高、天
王寺高、刀根山高、登美丘高、豊中高、富
田林高、長尾高、長野高、西浦高、西寝屋
川高、寝屋川高、花園高、羽曳野高、東住
吉高、東豊中高、東寝屋川高、東淀川高、
枚方高、枚方西高、枚方津田高、福井高、
藤井寺高、牧野高、松原高、三国丘高、三
島高、箕面高、八尾高、山田高、夕陽丘高、
桃谷高
（市立）大阪市立高、大阪市立扇町総合高、
大阪市立東高、大阪市立西高、大阪市立南
高、大阪市立工芸高、大阪市立天王寺商業
高、大阪市立都島工業高、堺市立商業高
（私立）上宮高、大阪学芸高、大阪薫英女
学院高、大阪工業大学高、大阪国際大和田
高、大阪女学院高、大阪信愛学院高、大阪
成蹊女子高、大阪電気通信大学高、大阪桐
蔭高、大阪夕陽丘学園高、大谷高、追手門
学院高、追手門学院大手前高、開明高、香
ヶ丘リベルテ高、関西大倉高、関西外語専
門学校、大阪暁光高等学校、香ヶ丘リべル
テ高等学校、アサンプション国際高、関西
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大学第一高、関西福祉科学大学高、近畿大
学附属高、金蘭会高、賢明学院高、堺リベ
ラル高、金光八尾高、四天王寺高、四天王
寺羽曳丘高、四条畷学園高、樟蔭高、常翔
啓光学園高、城星学園高、城南学園高、住
吉学園高、精華高、清教学園高、星翔高、
清風高、清風南海高、聖母女学院高、摂陵
高、関西学院千里国際高、相愛高、大商学
園高、高槻高、帝塚山学院高、帝塚山学院
泉ヶ丘高、東海大学付属仰星高、同志社香
里高、浪速高、梅花高、羽衣学園高、初芝
高、初芝富田林高、初芝橋本高、阪南大学
高、東大谷高、プール学院高、箕面学園高、
箕面自由学園高、明星高、明浄学院高、桃
山学院高、早稲田摂陵高

兵庫（106校）
（国立）神戸大学附属中等教育学校、明石
工業高等専門学校
（県立）明石高、明石西高、明石南高、明
石北高、明石清水高、芦屋高、芦屋南高、
尼崎北高、芦屋国際中等教育学校、尼崎稲
園高、尼崎小田高、出石高、伊丹高、猪名
川高、小野高、加古川東高、加古川西高、
加古川北高、柏原高、川西北陵高、川西緑
台高、川西明峰高、北須磨高、神戸高、神
戸甲北高、神戸商業高、神戸鈴蘭台高、神
戸高塚高、国際高、篠山鳳鳴高、鈴蘭台高、
鈴蘭台西高、須磨友が丘高、須磨東高、星
陵高、宝塚高、宝塚東高、宝塚西高、宝塚
北高、龍野高、津名高、長田高、鳴尾高、
西宮高、西宮南高、西宮北高、西宮今津高、
東灘高、東播磨高、姫路商業高、姫路飾西
高、姫路西高、兵庫高、兵庫工業高、舞子
高、御影高、三木高、三木東高、三木北高、
三田西陵高、社高、夢野台高、八鹿高
（市立）伊丹市立伊丹高、神戸市立赤塚山
高、神戸市立神戸工業高、神戸市立葺合高、
神戸市立六甲アイランド高、西宮市立西宮
高、西宮市立西宮東高、姫路市立琴丘高、
明石高、三田市立八景中学校
（私立）愛徳学園高、芦屋大学附属高、関
西学院高等部、啓明学院高、啓明女学院高、
賢明女子学院高、甲子園学院高、甲南高、
甲南女子高、小林聖心女子学院高、神戸海
星女子学院高、神戸学院女子高、神戸学院
大学附属高、神戸国際高、神戸女学院高等
学部、神戸山手女子高、甲陽学院高、三田
学園高、松蔭高、淳心学院高、仁川学院高、

親和女子高、園田学園高、滝川高、滝川第
二高、東洋大学附属姫路高、灘高、雲雀丘
学園高、報徳学園高、武庫川女子大学附属
高、六甲高

奈良（32校）
（国立）奈良工業高専、奈良女子大学附属
中等教育学校
（県立）生駒高、畝傍高、大淀高、香芝高、
郡山高、五條高、桜井高、高田高、高取国
際高、高円高、登美ヶ丘高、奈良高、西の
京高、平城高、奈良北高、法隆寺国際高、
西和清陵高、榛生昇陽高
（市立）奈良市立一条高
（私立）育英西高、高野山高、東大寺学園
高、天理高、天理教校親里高、奈良育英高、
奈良学園高、奈良大学附属高、智辯学園高、
西大和学園高

和歌山（32校）
（国立）和歌山工業高専
（県立）海南高、笠田高、神島高、貴志川
高、熊野高、向陽高、粉河高、新宮高、星
林高、耐久高、田辺高、田辺工業高、田辺
商業高、桐蔭高、那賀高、南部高、橋本高、
日高高、和歌山高、和歌山東高、和歌山北
高、和歌山工業高、和歌山商業高
（市立）和歌山市立和歌山高
（私立）開智高、近畿大学附属新宮高、近
畿大学附属和歌山高、高野山高、智辯学園
和歌山高、初芝橋本高、和歌山信愛高

鳥取（16校）
（国立）米子工業高専
（県立）倉吉東高、倉吉西高、境高、鳥取
東高、鳥取西高、鳥取商業高、日野高、八
頭高、鳥取中央育英高、米子東高、米子西
高、米子南高、青翔開智高
（私立）鳥取城北高、米子北高、米子北斗
高校

島根（18校）
（国立）松江工業高専
（県立）出雲高、出雲工業高、江津高、島
根中央高、大社高、平田高、益田高、松江
東高、松江南高、松江北高、松江商業高、
松江農林高、安来高、横田高
（市立）松江市立女子高
（私立）松徳学院高
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岡山（27校）
（県立）岡山一宮高、岡山城東高、岡山操
山高、岡山大安寺高、岡山芳泉高、笠岡高、
勝山高、倉敷商業高、倉敷青陵高、倉敷南
高、児島高、瀬戸高、総社南高、高梁高、
玉野高、玉野光南高、津山高、津山東高、
林野高、矢掛高、和気閑谷高
（私立）岡山白陵高、金光学園高、清心女
子高、就実高、吉備高原学園高、岡山高

広島（66校）
（国立）呉工業高専、広島大学附属高、広
島大学附属福山高
（県立）安芸高、安芸府中高、安古市高、
安西高、五日市高、因島高、尾道東高、尾
道北高、尾道商業高、海田高、加計高、賀
茂高、賀茂北高、祇園北高、熊野高、呉三
津田高、呉宮原高、高陽高、白木高、竹原
高、忠海高、廿日市高、廿日市西高、広島
高、広島井口高、広島観音高、広島国泰寺
高、広島皆実高、福山葦陽高、福山誠之館
高、府中高、松永高、三原高、三原東高、
三次高、向原高
（市立）沼田高、広島商業高、広島中等教
育学校、舟入高、美鈴が丘高、基町高、福
山市立福山高
（私立）近畿大学付属広島高等学校東広島
校、近畿大学付属広島高等学校福山高、広
陵高、山陽女学園高等部、清水ヶ丘高、修
道高、広島修道大学附属鈴峯女子高、崇徳
高、武田高、ノートルダム清心高、比治山
女子高、広島学院高、広島なぎさ高、広島
国際学院高、広島三育学院高、広島城北高、
広島女学院高、広島文教女子大学附属高、
福山暁の星女子高、安田女子高

山口（27校）
（国立）大島商船高専、徳山工業高専
（県立）厚狭高、岩国高、岩国工業高、宇
部高、大津緑洋高、大嶺高、小野田工業高、
華陵高、下松高、熊毛南高、徳山高、豊北
高、萩高、光高、響高、防府高、防府西高、
山口中央高、柳井高、高森高
（私立）桜ヶ丘高、サビエル高、高水高、
野田学園高、梅光学院高

徳島（15校）
（県立）穴吹高、板野高、小松島西高、城
ノ内高、城東高、城南高、城北高、徳島北

高、徳島商業高、富岡西高、鳴門高、名西
高、脇町高
（市立）徳島市立高
（私立）徳島文理高

香川（14校）
（県立）香川中央高、観音寺第一高、坂出
高、三本松高、志度高、高松高、高松東高、
高松西高、高松北高、高松商業高、丸亀高、
丸亀城西高、三木高
（市立）高松市立高松第一高

愛媛（28校）
（国立）弓削商船高専、愛媛大学附属高
（県立）今治東高、今治西高、伊予高、宇
和島東高、川之江高、西条高、丹原高、東
温高、新居浜東高、新居浜西高、野村高、
松山東高、松山西高、松山南高、松山北高、
松山中央高、松山工業高、松山商業高、南
宇和高
（私立）愛光高、今治明徳高、済美高、済
美平成中等教育学校、新田高、新田青雲中
等教育学校、松山東雲高

高知（14校）
（県立）安芸高、高知西高、高知南高、高
知追手前高、高知丸の内高、須崎高、高岡
高、中村高
（市立）高知市立高知商業高
（私立）高知高、高知学芸高、土佐高、土
佐塾高、土佐女子高

福岡（79校）
（国立）北九州工業高専
（県立）稲築志耕館高、大川高、大里高、
大牟田北高、輝翔館中等教育学校、小郡高、
遠賀高、香椎高、香椎工業高、春日高、嘉
穂高、京都高、久留米高、玄界高、玄洋高、
光陵高、小倉高、小倉商業高、小倉南高、
修猷館高、城南高、新宮高、田川高、筑紫
高、筑紫丘高、筑紫中央高、筑上中部高、
築上西高、筑前高、伝習館高、東筑高、戸
畑高、豊津高、中間高、福岡講倫館高、博
多青松高、柏陵高、福岡高、福岡中央高、
北筑高、武蔵台高、宗像高、明善高、門司
高、八幡高、八幡南高、八女高
（市立）福岡市立福岡女子高、福岡市立福
岡西陵高、福岡市立福翔高
（公立）組合立古賀高
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（私立）九州国際大学付属高、九州産業大
学附属九州高、九州産業大学付属九州産業
高、久留米信愛女学院高、久留米大学附設
高、自由ヶ丘高、不知火女子高、精華女子
高、西南学院高、西南女学院高、泰星高、
筑紫女学園高、筑陽学園高、東明館中学校
高等学校、中村学園女子高、博多女子高、
東筑紫学園高、東福岡高、福岡海星女子学
院高、福岡女学院高、福岡大学附属大濠高、
福岡大学付属若葉高、福岡雙葉高、福岡舞
鶴高、明治学園高、照曜館中学校高、福岡
女子商業高

佐賀（24校）
（県立）小城高、鹿島高、唐津東高、唐津
西高、唐津商業高、神埼高、杵島商業高、
高志館高、佐賀東高、佐賀西高、佐賀北高、
佐賀商業高、武雄高、致遠館高、鳥栖高、
鳥栖工業高、鳥栖商業高、三養基高
（私立）敬徳高、弘学館高、佐賀清和高、
東明館高、龍谷高、早稲田佐賀高

長崎（22校）
（国立）佐世保工業高専
（県立）諫早高、大崎高、大村高、口加高、
五島高、佐世保北高、佐世保西高、島原南
高、西陵高、長崎東高、長崎西高、長崎南
高、長崎北高、長崎北陽台高
（私立）海星高、活水高、向陽高、純心女
子高、青雲高、聖和女子学院高、長崎日本
大学高

熊本（28校）
（県立）大津高、鹿本高、球麿商業高、熊
本高、熊本西高、熊本北高、熊本工業高、
熊本商業高、倉岳高、済々黌高、第一高、
第二高、玉名高、東稜高、人吉高、八代工
業高、湧心館高
（市立）必由館高
（私立）九州学院高、九州ルーテル学院高、
熊本学園大学附属高、熊本国府高、熊本信
愛女学院高、熊本マリスト学園高、真和高、
鎮西高校、東海大学付属熊本星翔高、文徳
高

大分（25校）
（県立）臼杵高、津久見高、大分東高、大
分南高、大分上野丘高、大分雄城台高、大
分商業高、大分西高、大分豊府高、大分舞

鶴高、津久見高、杵築高、佐伯鶴城高、情
報科学高、竹田高、中津南高、中津北高、
日田高、日田三隈高、別府鶴見丘高、玖珠
美山高、三重総合高
（私立）大分東明高、昭和女子高、藤蔭高

宮崎（14校）
（県立）高鍋高、延岡高、延岡東高、延岡
西高、日向高、都城西高、宮崎西高、宮崎
南高、宮崎北高、宮崎大宮高、宮崎商業高
（私立）宮崎女子高、宮崎第一高、宮崎日
本大学高

鹿児島（14校）
（県立）大島高、鹿児島東高、鹿児島中央
高、加治木高、甲南高、松陽高、武岡台高、
鶴丸高
（市立）鹿児島市立鹿児島商業高、鹿児島
市立鹿児島女子高、鹿児島市立鹿児島玉龍
高、指宿市立指宿商業高
（私立）池田高、鹿児島純心女子高

沖縄（68校）
（国立）沖縄工業高専
（県立）石川高、糸満高、伊良部高、浦添
高、浦添工業高、浦添商業高、沖縄工業高、
沖縄水産高、小禄高、開邦高、嘉手納高、
北中城高、宜野座高、宜野湾高、具志川高、
具志川商業高、久米島高、球陽高、向陽高、
コザ高、首里高、首里東高、翔南高、知念
高、北谷高、中部工業高、中部商業高、中
部農林高、泊高、豊見城高、豊見城南高、
名護高、名護商業高、那覇高、那覇西高、
那覇国際高、那覇工業高、那覇商業高、南
部工業高、南部商業高、南部農林高、西原
高、南風原高、普天間高、辺土名高、北山
高、北部工業高、北部農林高、前原高、真
和志高、美里高、美里工業高、宮古高、宮
古工業高、宮古農林高、本部高、八重山高、
八重山商工高、八重山農林高、陽明高、与
勝高、読谷高
（私立）沖縄尚学高、沖縄女子短期大学附
属高、興南高、昭和薬科大学附属高、沖縄
カトリック高
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総数 671校　
高専：高等専門学校　高：高等学校

北海道（17校）
（道立）小樽桜陽高、小樽潮陵高、上川高、
倶知安高、倶知安農業高、札幌国際情報高、
札幌西陵高、千歳高、蘭越高、岩内高
（市立）札幌市立札幌藻岩高
（私立）旭川明成高、札幌聖心女子学院高、
札幌山の手高、とわの森三愛高、北星学園
女子高、立命館大学慶祥高

青森（5校）
（県立）青森西高、青森南高、八戸高、八
戸東高
（私立）東奥義塾高

岩手（4校）
（県立）大船渡高、不来方高
（私立）協和学院水沢第一高、盛岡白百合
学園高

宮城（17校）
（県立）泉高、泉館山高、仙台第二高、仙
台東高、仙台向山高、仙台二華高、多賀城
高、富谷高、宮城野高
（市立）仙台市立仙台高
（私立）尚絅学院高、聖ウルスラ学院英智
高、仙台育英学園高、仙台白百合学園高、
東北学院榴ヶ岡高、東北生活文化大学高、
宮城学院高

秋田（17校）
（県立）秋田高、秋田西高、秋田南高、秋
田北高、秋田工業高、大館国際情報学院高、
大館鳳鳴高、大曲高、五城目高、秋田北鷹
高、十和田高、能代松陽高、本荘高、横手
城南高、横手清陵学院高
（私立）明桜高、聖霊女子短期大学付属高

山形（3校）
（県立）天童高、米沢興譲館高
（私立）羽黒高

福島（3校）
（県立）光南高、平商業高
（私立）石川高

茨城（6校）
（県立）竹園高、日立一高、水戸一高、水

戸第二高、緑岡高
（私立）茗渓学園高

栃木（10校）
（県立）足利南高、宇都宮北高、宇都宮女
子高、大田原女子高、鹿沼高、鹿沼東高、
黒磯南高、栃木南高
（私立）国學院大學栃木高、文星芸術大学
附属高

群馬（1校）
（県立）桐生女子高

埼玉（16校）
（県立）伊奈学園総合高、岩槻高、浦和高、浦
和西高、川口高、鴻巣高、草加南高、所沢高、
新座高、不動岡高、松山女子高、和光国際高、
坂戸高、蕨高
（市立）さいたま市立浦和高
（私立）慶応義塾志木高

千葉（17校）
（県立）柏の葉高、柏高、柏西高、国府台高、
佐倉高、佐倉西高、千城台高、千葉商業高、
東金高、成田国際高、船橋高、松戸国際高
（市立）千葉市立稲毛高、松戸市立松戸高
（私立）渋谷教育学園幕張高、専修大学松
戸高、千葉明徳高

東京（44校）
（国立）お茶の水女子大学附属高、筑波大
学附属駒場高、筑波大学附属高
（都立）国際高、新宿高、千歳丘高、調布
南高、町田高、三田高、南平高、南多摩中
等教育学校、松ヶ谷高、翔陽高、立川国際
中等教育学校
（私立）青山学院高等部、麻布高、跡見学園高、
育英工業高専、桜美林高、錦城高、京華高、恵
泉女学園高、啓明学園高、実践女子学園高、品
川女子学院高等部、渋谷教育学園渋谷高、十文
字高、順天高、女子美術大学付属高、成蹊高、
貞静学園高、桐朋女子高、東洋英和女学院高等
部、日体荏原高、日本大学第三高、八王子高、
文京女子大学高、法政大学高、三田国際学園高、
武蔵野女子学院高、明治学院高、明星学園高、
早稲田大学高等学院、保善高

神奈川（65校）
（県立）麻生高、厚木高、厚木西高、有馬高、
生田高、岩戸高、海老名高、大磯高、大船
高、追浜高、外語短大付属高、鶴嶺高、金

08 _外国高校生長期受入校一覧 ……………
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井高、神奈川総合高、神奈川総合産業高、鎌倉高、
川和高、岸根高、希望ヶ丘高、港南台高、相模原
高、相模原中等教育学校、座間高、七里ガ浜高、
城山高、新栄高、新城高、逗子高、逗葉高、西湘
高、瀬谷高、相武台高、多摩高、鶴嶺高、富岡高、
二宮高、柏陽高、橋本高、秦野高、ひばりが丘高、
元石川高、弥栄高、弥栄西高、横須賀高、横浜国
際高、横浜翠嵐高、横浜平沼高、横浜緑ヶ丘高
（市立）川崎市立高津高、川崎市立橘高、横浜市
立金沢高、横浜市立みなと総合高、横浜市立南高
（私立）鎌倉学園高、カリタス女子高、関東学院高、
公文国際学園高、慶應義塾湘南藤沢高等部、聖セ
シリア女子高、捜真女学校高等学部、洗足学園高、
桐光学園高、日本女子大学附属高、法政国際高、
横浜雙葉高

新潟（7校）
（国立）長岡工業高専
（県立）長岡高、長岡大手高、新潟西高、新潟商
業高、水原高
（私立）新潟清心女子高

富山（5校）
（県立）新湊高、富山南高、福岡高、伏木高
（私立）富山国際大学付属高

石川（4校）
（県立）金沢桜丘高、金沢辰巳丘高、寺井高
（私立）星陵高

福井（8校）
（県立）足羽高、金津高、高志高、武生東高、丸
岡高、三国高
（私立）仁愛女子高、北陸高

山梨（9校）
（県立）甲府西高、甲府東高、吉田高、甲府第一高
（市立）甲府商業高校
（私立）甲斐晴和高、山梨英和高、山梨学院大学
附属高、駿台甲府高

長野（14校）
（県立）伊那北高、上田染谷丘高、岡谷南高、篠ノ
井高、諏訪清陵高、蘇南高、長野県立諏訪二葉高、
長野高、松本県ヶ丘高、松本深志高、丸子実業高
（私立）上田西高、長野清泉女学院高、松商学園高

岐阜（15校）
（県立）海津明誠高、各務原高、各務原西高、可
児高、加茂高、岐阜工業高、岐阜商業高、岐南
工業高、長良高、武義高、本巣松陽高、大垣東
高、大垣北高
（私立）聖マリア女学院高、富田高

静岡（12校）
（県立）金谷高、浜松湖北高佐久間分校、島田商
業高、沼津西高、浜松北高
（市立）静岡市立高
（私立）聖隷クリストファー高、常葉大学附属常葉

高、常葉大学附属橘高、日本大学三島高、浜松日
体高、浜松学院高

愛知（76校）
（国立）名古屋大学教育学部附属高
（県立）国府高、春日井高、惟信高、阿久比高、旭
丘高、安城高、安城東高、一宮西高、大府東高、尾
北高、木曽川高、春日井東高、蒲郡高、蒲郡東高、
刈谷高、吉良高、高蔵寺高、衣台高、時習館高、松
蔭高、昭和高、新城東高、瑞陵高、瀬戸高、武豊高、
千種高、知多翔洋高、知立東高、津島東高、天白高、
東海商業高、常滑高、豊明高、豊丘高、豊田高、豊
田南高、豊田北高、豊野高、豊橋西高、名古屋西高、
名古屋南高、鳴海高、西尾高、半田高、半田東高、
碧南高、御津高、三好高、横須賀高、刈谷北高、半
田農業高
（市立）名古屋市立菊里高、名古屋市立向陽高、
名古屋市立名古屋商業高、名古屋市立名東高
（私立）愛知啓成高、愛知工業大学名電高、安城学
園高、岡崎学園高、岡崎城西高、金城学院高、椙山
女学園高、聖カピタニオ女子高、聖霊高、大同大学
大同高、中部大学第一高、中部大学春日丘高、豊川
高、豊橋中央高、名古屋高、名古屋国際高、日本福
祉大学付属高、光ヶ丘女子高、名城大学附属高

三重（10校）
（県立）伊勢高、いなべ総合学園高、川越高、神
戸高、津東高、松阪商業高、四日市高、木本高、
宇治山田商業高、桑名高

滋賀（5校）
（県立）甲西高、国際情報高、八幡商業高
（私立）近江兄弟社高、立命館守山高

京都（12校）
（府立）園部高、東舞鶴高、南陽高
（市立）紫野高
（私立）京都学園高、京都橘高、同志社国際高、
ノートルダム女学院高、福知山成美高、平安女
学院高、立命館高、立命館宇治高

大阪（33校）
（国立）大阪教育大学教育学部附属高池田校舎
（府立）旭高、和泉高、春日丘高、北千里高、佐野
高、住吉高、泉北高、刀根山高、富田林高、長野
高、能勢高、枚方高、松原高、箕面高、夕陽丘高
（私立）大阪学芸高、大阪暁光高、大阪女学院高、
大阪成蹊女子高、大阪夕陽丘学園高、追手門学院
高、香ヶ丘リベルテ高、堺リベラル高、常翔学園
高、常翔啓光学園高、清教学園高、宣真高、帝塚
山学院高、帝塚山学院泉ヶ丘高、東海大学付属仰
星高、同志社香里高、梅花高、羽衣学園高、プー
ル学院高

兵庫（22校）
（国立）神戸大学附属中等教育学校
（県立）明石清水高、芦屋南高、尼崎稲園高、川西明峰
高、川西緑台高、香寺高、国際高、星陵高、宝塚北高
（市立）姫路市立琴丘高
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（私立）愛徳学園高、関西学院高等部、啓明学院
高、甲南高、甲南女子高、神戸学院大学附属高、
神戸女学院高等学部、神戸鈴蘭台高、神戸山手
女子高、松蔭高、雲雀丘学園高

奈良（16校）
（国立）奈良女子大学附属中等教育学校
（県立）生駒高、畝傍高、大淀高、香芝高、郡山
高、五條高、桜井高、高取国際高、平城高、奈
良北高、西和清陵高、榛生昇陽高、国際高
（私立）育英西高
（市立）奈良市立一条高

和歌山（12校）
（県立）神島高、向陽高、粉河高、星林高、耐久
高、田辺高、桐蔭高、那賀高、南部高、橋本高、
日高高、和歌山北高

鳥取（15校）
（県立）青谷高、倉吉西高、倉吉総合産業高、境
高、鳥取東高、鳥取西高、鳥取商業高、八頭高、
米子高、米子東高、米子西高
（私立）鳥取敬愛高、鳥取城北高、米子北斗高、
米子北高

島根（8校）
（県立）出雲高、大社高、大東高、益田高、松江
東高、松江南高、松江北高
（私立）開星高

岡山（6校）
（県立）岡山東商業高、笠岡商業高、琴浦高、高梁高
（私立）岡山県山陽高、清心女子高

広島（25校）
（国立）広島大学附属高
（県立）安芸府中高、安芸南高、高陽高、広島井
口高、広島国泰寺高、三次高
（市立）安佐北高、沼田高、広島中等教育学校、舟
入高、美鈴が丘高、基町高
（私立）広陵高、山陽女学園高等部、修道高、崇徳高、
武田高、広島国際学院高、広島三育学院高、広島女
学院高、広島城北高、広島なぎさ高、広島文教女子
大学附属高、ノートルダム清心高

山口（3校）
（県立）岩国工業高、大津緑洋高、華陵高

徳島（3校）
（県立）徳島北高、鳴門高
（市立）徳島市立高

香川（1校）
（市立）高松市立高松第一高

愛媛（14校）
（国立）愛媛大学附属高
（県立）伊予高、小松高、西条高、西条農業高、
新居浜工業高、新居浜西高、新居浜東高、松山

中央高、松山南高、松山東高
（私立）済美高、新田青雲中等教育学校、松山東雲高

高知（4校）
（県立）高知西高、高知追手前高、高知小津高
（私立）土佐女子高

福岡（25校）
（県立）小郡高、香椎高、春日高、香住丘高、嘉
穂東高、久留米高、光陵高、大宰府高、筑紫丘
高、築上西高、東筑高、北筑高、直方高、柏陵
高、八幡高、八幡南高、若松高、糸島高
（私立）九州国際大学付属高、西南女学院高、筑陽
学園高、筑紫台高、福岡工業大学付属城東高、福岡
女学院高、福岡雙葉高

佐賀（28校）
（県立）有田工業高、牛津高、鹿島高、唐津西高、
神埼高、杵島商業高、高志館高、小城高、佐賀東
高、佐賀西高、佐賀北高、佐賀商業高、佐賀農業
高、白石高、多久高、武雄高、武雄高、鳥栖高、
鳥栖工業高、鳥栖商業高、三養基高、唐津東高
（私立）敬徳高、佐賀学園高、佐賀女子短期大学
附属佐賀女子高、佐賀清和高、東明館高、龍谷高

長崎（7校）
（県立）大村城南高、島原南高、長崎北高、長崎
北陽台高
（私立）活水高、聖和女子学院高、長崎日本大学高

熊本（12校）
（県立）熊本西高、熊本商業高、翔陽高、済々黌高、
第一高、第二高、氷川高、湧心館高、王名工業高
（私立）熊本学園大学附属高、秀岳館高、東海大
学星翔高

大分（5校）
（県立）大分舞鶴高、佐伯鶴城高、鶴崎工業高、
日田高
（私立）藤蔭高

宮崎（2校）
（県立）宮崎大宮高、宮崎北高

鹿児島（7校）
（県立）鹿児島東高、鹿児島中央高、武岡台高、
松陽高、明桜館高
（私立）鹿児島城西高、志學館高等部

沖縄（21校）
（県立）石川高、糸満高、浦添高、嘉手納高、宜
野座高、球陽高、具志川商業高、向陽高、コザ
高、知念高、中部商業高、名護高、那覇高、那
覇西高、那覇商業高、普天間高、宮古高、八重
山高、読谷高
（私立）沖縄尚学高、興南高

※上記のほか、YFU短期留学生を受入れた高校
が多数あります
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memo（第1回集合オリエンテーション）
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memo（第1回集合オリエンテーション）
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memo（第1回集合オリエンテーション）
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Make the world your home
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