


【小学校】

学　校　名 相手校名 国　名 地　域　名 交流開始年月 交流種別

札幌市立厚別西小学校 グラッドストーン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６１．１２ 姉妹提携

札幌市立北九条小学校 バーノン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５９．　８ 姉妹提携

札幌市立北の沢小学校 ウィリアム・ナイト小学校 アメリカ オレゴン州キャンピー Ｈ１０．　９ 姉妹提携

札幌市立幌西小学校 ジャンジャコブアスター小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４０．　４ 姉妹提携

小西路小学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｈ１７．１１ 交　  流

札幌市立三角山小学校 南京街第一小学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｓ５５．　４ 交　　流

札幌市立新川中央小学校 チーフジョセフ小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５１．　４ 交　　流

札幌市立澄川南小学校 キャピタルヒル校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５９．　５ 姉妹提携

札幌市立桑園小学校 ノボシビルスク市第163中等学校 ロシア ノボシビルスク州ノボシビルスク Ｈ　２．　６ 交　　流

札幌市立月寒小学校 レント小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４２　　　 姉妹提携

札幌市立手稲山口小学校 黄山路小学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｈ　４．１２ 交　　流

札幌市立豊園小学校 ロザムントウェラー小学校 アメリカ アラスカ州 Ｓ６２　　　 姉妹提携

札幌市立白楊小学校 スイットン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｈ　３．　７ 姉妹提携

札幌市立八軒西小学校 ビュート小学校 アメリカ アラスカ州パーマー Ｓ６３．　８ 姉妹提携

札幌市立福住小学校 ユージン学園 アメリカ オレゴン州ユージン 交　　流

札幌市立真駒内緑小学校 ディーゼル通り小学校 ドイツ バイエルン州ミュンヘン Ｓ５１．　５ 姉妹提携

札幌市立南小学校 メリーズビル小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ３９．　２ 姉妹提携

札幌市立宮の森小学校 リッチモンド学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｈ１７．　２ 姉妹提携

札幌市立山の手南小学校 啓聖初等学校 韓国 大邸広域市 Ｓ５８．１１ 姉妹提携

札幌市立大倉山小学校 ジャスパー小学校 カナダ アルバータ州ジャスパー Ｓ６１　　　 交　　流

札幌市立幌南小学校 ガスティニュー小学校 アメリカ アラスカ州デュノー Ｓ６１．　１ 姉妹提携

札幌市立東白石小学校 メイプルウッド小学校 カナダ Ｓ６２　　　 姉妹提携

札幌市立琴似小学校 エインズワース小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６３　　　 姉妹提携

札幌市立手稲東小学校 アラメダ小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６４　　　 姉妹提携

札幌市立南郷小学校 アキントン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４５　　 姉妹提携

札幌市立真駒内小学校 クレストン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ３９　　　 姉妹提携

江別市立大麻小学校 西グレシャム小学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ　８．　２ 姉妹提携

江別市立中央小学校 パウエル・ヴァレイ小学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｓ５４．１０ 姉妹提携

江別市立大麻泉小学校 ハイランド小学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｓ５８．　１ 姉妹提携

千歳市立千歳小学校 サンドレイク小学校 アメリカ アラスカ州アンカレッジ Ｈ　４．　１ 交　　流

千歳市立桜木小学校 ガラパン小学校 北マリアナ連邦 サイパン Ｈ　７．　５ 姉妹提携

千歳市立緑小学校 ガムレグレンダーセン小学校 ノルウェー コングスベルグ Ｈ１８．　８ 交　　流

石狩市立紅葉山小学校 ルーズベルトミドルスクール アメリカ ユタ州ルーズベルト Ｈ１４．１０ 交　　流

石狩市立花川南小学校 蒙阻小学校 中国 四川省彭州 Ｈ　９．　９ 交　　流

北広島市立東部小学校 サルバトール小学校 オーストリア ウィーン Ｓ５７．　４ 交　　流

函館市立弥生小学校 ウラジオストク市第47小中学校 ロシア 極東地域沿海地方ウラジオストク Ｈ１２．　６ 姉妹提携

七飯町立大沼小学校 ソロー小学校 アメリカ マサチューセッツ州コンコード Ｈ　６．　８ 交　　流

七飯町立峠下小学校 ウィラード小学校 アメリカ マサチューセッツ州コンコード Ｈ　８．　９ 交　　流

七飯町立藤城小学校 オルコット小学校 アメリカ マサチューセッツ州コンコード Ｈ　９．１２ 交　　流

雨竜町立雨竜小学校 トロント日本語学校 カナダ オンタリオ州トロント Ｓ５５．　１ 姉妹提携

旭川市立日章小学校 トーマス・メットカフ アメリカ イリノイ州ノーマル Ｈ１４．　７ 交　　流

旭川市立北光小学校 デナリ小学校 アメリカ アラスカ州フェアバンクス Ｓ６２．１２ 姉妹提携

占冠村立占冠中央小学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

アスペンカントリーデイスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

占冠村立トマム小学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

アスペンカントリーデイスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

網走市立網走小学校 松柏学園 ブラジル サンパウロ Ｈ　８．　２ 交　　流

網走市立白鳥台小学校 マジナシティ２コナクリ ギニア Ｈ１２　　　 交　　流

佐呂間町立佐呂間小学校 パイオニアピーク小学校 アメリカ アラスカ州パーマー Ｈ　２．　９ 姉妹提携

西興部村立西興部小学校 チャーター小学校 アメリカ アラスカ州ジュノー Ｈ１９．　７ 交　　流

西興部村立上興部小学校 ハーバービュー小学校 アメリカ アラスカ州ジュノー Ｈ１９．　７ 交　　流

白老町立白老小学校 バーロークリーク小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｈ１０．　７ 姉妹提携

白老町立萩野小学校 カールソン小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｓ６３．　９ 姉妹提携

白老町立緑丘小学校 レークビュー小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｓ５７．　７ 姉妹提携

白老町竹浦小学校 セントアンズ校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｈ１５．１２ 姉妹提携

白老町虎杖小学校 ブッシレイク小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｈ１３．　９ 姉妹提携

浦河町立浦河小学校 スカルドバミッドルスクール イギリス フォーレストヒース市 Ｈ１１．１０ 交　　流

浦河町立野深小学校 ズウーモド第５学校 モンゴル Ｈ　５．１１ 交　　流

帯広市立若葉小学校 朝陽市立育紅小学校 中国 遼寧省朝陽 Ｈ　６．　７ 交　　流

帯広市立北栄小学校 サンパウロ日本人学校 ブラジル サンパウロ Ｈ　２　　　 交　　流

帯広市立花園小学校 カルガリー補習校 カナダ アルバータ州カルガリー Ｈ　８．　４ 交　　流

釧路市立柏木小学校 ベルウッド小学校 アメリカ テネシー州ナッシュビル Ｈ１７．　３ 交　　流

釧路市立阿寒小学校 テイラーパーク小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州バーナビー Ｈ１８．　４ 交　　流

厚岸町立厚岸小学校 リンダスファーン小学校 オーストラリア タスマニア州クラレンス Ｈ　９．１０ 交　　流

道内教育機関における海外との交流状況

（Ｈ２０年１１月末現在）



【中学校】

学　校　名 相手校名 国　名 地　域　名 交流開始年月 交流種別

札幌市立稲積中学校 マクシミリアム・ギムナジウム校 ドイツ バイエルン州ミュンヘン Ｓ６２．　９ 姉妹提携

札幌市立柏丘中学校 ウエストシルバン中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６０．１０ 姉妹提携

札幌市立向陵中学校 ボーモント中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５７　　　 提携

札幌市立札幌中学校 マウントテーバー中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５５　　　 提携

札幌市立中央中学校 国立Ｖａｎｇ初等中等学校 デンマーク コリング Ｈ１５．　１ 交　　流

札幌市立西岡中学校 ハリエットタブマン中学校 アメリカ アラスカ州 Ｓ６２　　　 姉妹提携

札幌市立野幌中学校 ゴートンラッセル中学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ１５．　１ 姉妹提携

札幌市立伏見中学校 ＤＳマッケンジー中学校 カナダ アルバータ州エドモントン Ｓ５６．　７ 交　　流

札幌市立宮の森中学校 リカルダ・フーホ実科学校 ドイツ バイエルン州ミュンヘン Ｓ６２．　９ 姉妹提携

札幌市立手稲東中学校 ファンウッド中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５６．　８ 姉妹提携

札幌市立北栄中学校 オリンピック中学校 フランス グノーブル Ｓ４５　　　 姉妹提携

札幌市立手稲中学校 キングスレー中学校 アメリカ ミシガン州キングスレー Ｈ１２．　１ 交　　流

札幌市立もみじ台南中学校 マーカム中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５７．　７ 交　　流

札幌市立篠路中学校 ウインターカー中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５８．　８ 姉妹提携

函館市立西中学校 トロント高等学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州レイクマコーリー Ｈ　４．　７ 姉妹提携

函館市立赤川中学校 ウラジオストク市第78学校 ロシア 極東地方沿岸地方ウラジオストク Ｈ　４．　８ 姉妹提携

函館市立亀田中学校 モリセット高等学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州レイクマコーリー Ｓ６０．　７ 姉妹提携

函館市立旭岡中学校 天津市実験中学校 中国 河北省天津 Ｈ１３．　１ 姉妹提携

今金町立今金中学校 バーンサイド高校 ニュージーランド クライスチャーチ Ｈ　３．１２ 交　　流

赤井川村立赤井川中学校 ストラスモア学校 オーストラリア ビクトリア州メルボルン Ｈ１６．　４ 交　　流

占冠村立占冠中学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

アスペンカントリーディスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

占冠村立トマム中学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

アスペンカントリーディスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交　　流

上川町立上川中学校 パイオニアスクール カナダ アルバータ州ロッキーマウンテンハウス Ｈ　８．１２ 姉妹提携

士別市朝日中学校 ジョン・ウィクリフ・クリスチャン・スクール オーストラリア ブラックスランド Ｈ　９．　７ 交　　流

佐呂間町立佐呂間中学校 パーマ、コロニー、ティーランド各中学校 アメリカ アラスカ州パーマ Ｈ１５．　２ 姉妹提携

湧別町立湧別中学校 ダーフィールド高校 ニュージーランド セルウィン Ｈ　９．　３ 交　　流

湧別町立湖陵中学校 ダーフィールド高校 ニュージーランド セルウィン Ｈ　９．　３ 交　　流

上湧別町立上湧別中学校 ヒルトップ高校 カナダ アルバータ州ホワイトコート Ｈ　４．　１ 交　　流

西興部村立西興部中学校 フロイドドライディン中学校 アメリカ アラスカ州アラスカ Ｈ１９．　７ 姉妹提携

登別市立幌別中学校 ノーアエア校 デンマーク リンゲ Ｈ　２．　８ 姉妹提携

伊達市立大滝中学校 レイクカウチン中学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州レイクカウチン Ｓ６１．　８ 交　　流

白老町立白老中学校 コレリュー中高等学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｓ６２．　６ 姉妹提携

白老町立萩野中学校 ケネル中高等学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｈ　４．　９ 姉妹提携

帯広市立帯広第五中学校 ロッキーフォード校 カナダ アルバータ州ロッキーフォード Ｈ　７．　９ 交　　流

グイニー校 カナダ アルバータ州エドモントン Ｈ　７．　９ 交　　流

ブルグジッツ学校 ドイツ カッセル Ｈ　８．１０ 姉妹提携

中札内村立中札内中学校 エルマ中学校 アメリカ ワシントン州エルマ Ｈ　７．　３ 交　　流

陸別町立陸別中学校 ラコーム中学校 カナダ アルバータ州ラコーム Ｈ　５．　１ 交　　流

清水町立清水中学校 ビーチミドルスクール アメリカ ミシガン州チェルシー Ｈ　６．１０ 交　　流

清水町立御影中学校 ビーチミドルスクール アメリカ ミシガン州チェルシー Ｈ　６．１０ 交　　流

芽室町立上美生中学校 ジェファーソン校 アメリカ カリフォルニア州トレーシー Ｈ１９．　５ 姉妹提携

釧路市立景雲中学校 デルマーミドルスクール アメリカ デラウェアデルマー市 Ｈ１５．　３ 交　　流

釧路市立美原中学校 ホームステッドミドルスクール アメリカ フロリダ州ホームステッド Ｈ１８．　３ 交　　流

別海町立上春別中学校 レッス校 フィンランド ヘルシンキ Ｈ　２．　　 交　　流

（Ｈ２０年１１月末現在）



【高等学校】

学　校　名 相手校名 国　名 地　域　名 交流開始年月 交流種別

札幌東高等学校 グラント高等学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４２．　６ 姉妹提携

札幌西高等学校 ウッドローウィルソン高校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ３９．１１ 姉妹提携

札幌丘珠高等学校 ポートマコーリー高等学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州ポートマコーリー Ｈ　６．１０ 姉妹提携

札幌稲北高等学校 ハルメドン高等学校 イギリス ランカーシャーバーンリー Ｈ　６．１２ 交　　流

札幌工業高等学校 ベンソン工業高等学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５２．　１ 交　　流

札幌北陵高等学校 リンカーン高校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４９．１２ 姉妹提携

札幌白石高等学校 コンコードカーライル高校 アメリカ マサチューセッツ州コンコード Ｈ１０．　９ 交　　流

札幌国際情報高等学校 上海高級ルーワン中学校 中国 上海 Ｈ１０．　３ 姉妹提携

ハルビン第３中学校 中国 黒竜江省哈爾浜 Ｈ１０．　３ 姉妹提携

ノーブルズ学校 アメリカ マサチューセッツ州ボストン Ｈ１７．　９ 姉妹提携

北海道拓北養護学校 韓国又進学校 韓国 ソウル特別市 Ｈ２０．　３ 姉妹提携

市立札幌旭丘高等学校 ホーリーイノセントエピスコパル校 アメリカ ジョージア州アトランタ Ｈ１５．　３ 姉妹提携

市立札幌開成高等学校 ウェズリーカレッジ オーストラリア ビクトリア州メルボルン Ｈ　４．　７ 交　　流

カバーデールクリスチャン学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州リバーストーン Ｈ１７．１０ 交　　流

市立札幌清田高等学校 瀋陽市第二中学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｓ５７．　８ 姉妹提携

市立札幌新川高等学校 ルーズベルト高等学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５８．　８ 姉妹提携

千歳高等学校 空港高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｈ　６．１１ 友好提携

北広島西高等学校 エーデンボーマン高等学校 カナダ サスカチュアン州サスカツーン Ｈ　６．　２ 姉妹提携

福島商業高等学校 ウィンチコム学校 イギリス チュルトナムウィンチコム Ｈ１７．１０ 交　　流

知内高等学校 ブラックヒース＆ソーンバレ学校 オーストラリア クイーンズランド州チャーターズタワーズ Ｈ１７．　７ 交　　流

町立瀬棚商業高等学校 ハンフォード高等学校、ハンフォード西高等学校 アメリカ カリフォルニア州ハンフォード Ｈ１０．１０ 姉妹提携

今金高等養護学校 バーンサイド高校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１０．　７ 交　　流

小樽水産高等学校 パウハル高等学校 アメリカ ハワイ州ホノルル Ｈ　９．１１ 交　　流

蘭越高等学校 クレモント高校 オーストリア タスマニア州クレモント Ｈ１６．　２ 交　　流

倶知安農業高等学校 ラ・ウニオン校 ペルー リマ Ｈ１１． 交　　流

真狩高校 蘇州農業職業技術学院 中国 蘇州 Ｈ１７． 交　　流

滝川西高等学校 ロングメドー高校 アメリカ マサチューセッツ州 Ｈ１９．１０ 交　　流

旭川西高等学校 哈爾浜市第三中学校 中国 黒竜江省哈爾浜 Ｈ　２．　５ 友好提携

旭川陵雲高等学校 リンゼーサーバー総合高等学校 カナダ アルバータ州レッドディア Ｈ　５．１１ 姉妹提携

士別翔雲高等学校 マルワリーハイスクール オーストラリア コールバーン市 Ｈ１４．　７ 交　　流

中川商業高等学校 清庵女子情報産業高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｈ１０．１０ 交　　流

上富良野高等学校 ジャスパープレイス高等学校 カナダ アルバータ州エドモントン Ｓ５９．　１ 姉妹提携

羽幌高校 素明女子高等学校 韓国 京畿道富川 Ｈ１１．１１ 交　　流

網走南ヶ丘高等学校 ポートアルバーニ市の高校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ポートアルバーニ Ｓ６１．　２ 交　　流

清里高等学校 モトエカ高等学校 ニュージーランド ネルソン郡モトエカ Ｈ　３．　１ 交　　流

小清水高等学校 リンウッド高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１０．　７ 姉妹提携

佐呂間高等学校 パーマ高等学校 アメリカ アラスカ州パーマー Ｈ　２．　８ 姉妹提携

常呂高等学校 バーベットコンポサイト高等学校 カナダ アルバータ州バーベット Ｈ　８．　１ 交　　流

勇別高等学校 ヒルトップ高等学校 カナダ アルバータ州ホワイトコート Ｈ　４．　１ 交　　流

勇別高等学校 ダーフィールド高等学校 ニュージーランド セルウィン Ｈ　９．　３ 交　　流

美幌農業高等学校 セントピーターズスクール ニュージーランド ワイカト州ケンブリッジ Ｈ１５．　４ 交　　流

ケンブリッジ高校 ニュージーランド ワイカト州ケンブリッジ Ｈ１９．　７ 交　　流

美幌高等学校 セントピーターズスクール ニュージーランド ワイカト州ケンブリッジ Ｈ１６．　４ 交　　流

ケンブリッジ高校 ニュージーランド ワイカト州ケンブリッジ Ｈ１９．　３ 交　　流

室蘭清水丘高等学校 マウントエッジカム高等学校 アメリカ アラスカ州シトカ Ｓ６１．　１ 姉妹提携

白老東高等学校 コレリュー中高等学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｓ６２．　６ 姉妹提携

苫小牧西高等学校 泰皇島実験中学 中国 河北省泰皇島市 Ｈ１９．１０ 交　　流

町立えりも高等学校 茂山中高等学校 韓国 慶州 Ｈ　８．　１ 姉妹提携

音更高等学校 ビンテージ中学校 アメリカ カリフォルニア州ナパ Ｈ　６．　３ 交　　流

鹿追高等学校 メモリアル．コンポジット高校 カナダ アルバータ州ストーニープレイン Ｓ６２．　８ 交　　流

広尾高等学校 ブルックスコンポジット高校 カナダ アルバータ州ブルックス Ｈ　６．１２ 姉妹提携

池田高等学校 ペンティクトン中学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ペンティクトン Ｈ　３．　１ 姉妹提携

サマーランド中学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州サマーランド Ｈ１１．　６ 姉妹提携

プリンセスマーガレット中学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ペンティクトン Ｈ１５．　１ 姉妹提携

釧路西高等学校 キャラハンカレッジジェスモンド高等学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州ニューキャッスル Ｈ　６．１１ 姉妹提携

浜中町立霧多布高校 ヒールズヒル高校 オーストラリア ビクトリア州ヒルズビル Ｈ　９．１１ 交　　流

釧路明輝高等学校 キャラハンカレッジジェスモンド高等学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州ニューキャッスル Ｈ１９．　９ 姉妹提携

根室高等学校 シトカ高等学校 アメリカ アラスカ州シトカ Ｈ　８．１０ 姉妹提携

北海高等学校 ﾚｽﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｶﾚｼﾞｪｲﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ高等学校 カナダ アルバータ州レスブリッジ Ｈ　３．　１ 姉妹提携

ブロック大学 カナダ オンタリオ州ｾﾝﾄ・ﾁｬｻﾘﾝｽﾞ Ｈ１２．１０ 姉妹提携

北海学園札幌高等学校 ﾚｽﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｶﾚｼﾞｪｲﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ高等学校 カナダ アルバータ州レスブリッジ Ｈ１２．１０ 姉妹提携

札幌静修学園高等学校 セント・ジョセフズ・ナッジ・インターナショナルカレッジ オーストラリア クイーンズランド州ブリスベン Ｈ１４．１０ 姉妹提携

マキロップ・キャソリック・リジオナルカレッジ オーストラリア ビクトリア州ワラビー Ｈ１４．１０ 姉妹提携

エルピストン・セカンドリースクール カナダ ブリティッシュコロンビア州ギブソン Ｈ１４．１０ 姉妹提携

マレスピナ・インターナショナルハイスクール カナダ ブリティッシュコロンビア州ナナイモ Ｈ１４．１０ 姉妹提携

札幌山の手高等学校 タカプナ・グラマースクール ニュージーランド オークランド市 Ｈ１５．　３ 姉妹提携

セントビーツ・カレッジ ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１５．　７ 姉妹提携

セントラル・ハイスクール アメリカ アーカンソー州 Ｈ１７．１１ 姉妹提携

札幌新陽高等学校 ブロック高等学校 カナダ オンタリオ州カソニソグトン Ｈ　２．１０ 姉妹提携

（Ｈ２０年１１月末現在）



学　校　名 相手校名 国　名 地　域　名 交流開始年月 交流種別

札幌創成高等学校 ギルフォード・ヤングカレッジ オーストラリア タスマニア州ホバート Ｈ１０．　５ 姉妹提携

マウント・アスパイアリンクカレッジ ニュージーランド ワカナ Ｈ１６．１０ 姉妹提携

タンボリン・マウンテン・ステイト・スクール オーストラリア タンボリン Ｈ１５．　８ 姉妹提携

札幌聖心女子学院高等学校 聖心フォレストリッジ校 アメリカ ワシントン州シアトル Ｈ１５．　１ 交　　流

ナワミン高等学校 タイ バンコク Ｈ１１． 交　　流

札幌日本大学高等学校 ナサリア・セカンダリーカレッジ オーストラリア ビクトリア州ナサリア Ｈ　９．　９ 姉妹提携

イラワナ・グラマースクール オーストラリア サウスウェールズ州ウーロンゴンゴ Ｈ　９．　９ 姉妹提携

ヘレブレイカレッジ オーストラリア ビクトリア州キースボーロー Ｈ　９．　９ 姉妹提携

アルダーグローブ・セカンダリーカレッジ カナダ ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｺﾛﾝﾋﾞｱ州ｱﾙﾀﾞｰｸﾞﾛｰﾌﾞ Ｈ　９．　９ 姉妹提携

立命館慶祥高等学校 ロード・ボタタ高等学校 アメリカ バージニア州ボタタ Ｈ１１．　３ 姉妹提携

ビリュニス・ウズピスセカンダリースクール リトアニア ビリュニス Ｈ１１．　９ 姉妹提携

ビリュニス・リセウム理数高等学校 リトアニア ビリュニス Ｈ１１．　９ 姉妹提携

コックホック高校 ベトナム フエ Ｈ１２．　７ 交　　流

安養外国語高等学校 韓国 Ｈ１４．　４ 交　　流

セルカークハイスクール カナダ ブリティッシュコロンビア州キンバリー Ｈ１０．　　 姉妹提携

とわの森三愛高等学校 サム・バロー高等学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ　１．　３ 姉妹提携

グレシャム・ユニオン高等学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ　１．　３ 姉妹提携

マリング農学校 デンマーク マリング Ｈ　５．　２ 姉妹提携

カーロ農学校 デンマーク ロンデ Ｈ１５．　６ 姉妹提携

清向学院高等学校 輝華中学校 中国 天津 Ｈ１３．　７ 交　　流

青島旅游学校 中国 山東省青島 Ｈ１３．１２ 友好提携

山東省商貿学校 中国 済南市 Ｈ１５．　３ 姉妹提携

リージェンシーインターナショナルセンター オーストラリア アデレード市 Ｈ１５．　８ 姉妹提携

大連房地産学校 中国 大連市 Ｈ１６．　７ 友好交流

宜昌外国語学校 中国 湖北省宜昌市 Ｈ１７．　９ 姉妹提携

双葉高等学校 サウスバーリントンハイスクール アメリカ バーモンド州 Ｈ１３．１２ 友好交流

苫小牧中央高等学校 三一実業高等学校 韓国 水原 Ｓ６０．　６ 姉妹提携

駒沢大学附属苫小牧高等学校 マナピスインターナショナル高校 カナダ ナナイモ市 Ｈ１６．　５ 姉妹提携

海星学院高等学校 セントベネディクト大学 アメリカ ミネソタ州セントジョゼフ Ｓ３６．　１ 交　　流

セントジョーンズ大学 アメリカ ニューヨーク州 交　　流

旭川大学高等学校 イーストハンプトン高等学校 アメリカ ニューヨーク州イーストハンプトン Ｓ５５．　　 姉妹提携

旭川竜谷高等学校 カラニハイスクール アメリカ ハワイ州ホノルル Ｓ６０．　５ 姉妹提携

旭川明成高等学校 ビクトリア州立バララット高等学校 オーストラリア ビクトリア州立バララット Ｓ６３．１２ 姉妹提携

旭川実業高等学校 慶福女子情報産業高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｓ５６．　５ 姉妹提携

ワンガヌイ・カレジエイトスクール ニュージーランド ワンガヌイ Ｈ１２．１２ 交　　流

ウォーレンセントラルハイスクール アメリカ インディアナ州 Ｈ１８．　　 交　　流

旭川藤女子高等学校 アラヌイ高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１１．１１ 姉妹提携

ヒルモルトン高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１２．　１ 姉妹提携

パパヌイ高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１２．　２ 姉妹提携

ミドルトン高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１２．　２ 姉妹提携

ダーフィールド高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１２．　２ 姉妹提携

ヴィラマリア高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１２．　４ 姉妹提携

セントアロイシス高等学校 オーストラリア サウスオーストラリア州アデレード Ｈ１２．　４ 姉妹提携

アワレディースコンベント高等学校 イギリス ロンドン Ｈ１２．１２ 姉妹提携

北見藤女子高等学校 ルーメンクリスティ・カレッジ オーストラリア パース Ｈ１５．　３ 姉妹提携

武修館高等学校 韓国普成高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｓ６０．１１ 姉妹提携

ライドセカンダリカレッジ オーストラリア ニューサウスウェールズ州シドニー Ｈ１４．　９ 姉妹提携

クラーク記念国際高等学校 パインビュー・ハイスクール アメリカ ユタ州セントジョージ 交　　流

（知事政策部知事室国際課調べ）
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小学校

学校名 相手校名 国名 地域名 交流開始年月 交流種別

札幌市立厚別西小学校 グラッドストーン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６１．１２ 姉妹提携

札幌市立北九条小学校 バーノン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５９．　８ 姉妹提携

札幌市立北の沢小学校 ウィリアム・ナイト小学校 アメリカ オレゴン州キャンピー Ｈ１０．　９ 姉妹提携

札幌市立幌西小学校 ジャンジャコブアスター小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４０．　４ 姉妹提携

札幌市立幌西小学校 小西路小学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｈ１７．１１ 交流

札幌市立三角山小学校 南京街第一小学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｓ５５．　４ 交流

札幌市立新川中央小学校 チーフジョセフ小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５１．　４ 交流

札幌市立澄川南小学校 キャピタルヒル校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５９．　５ 姉妹提携

札幌市立桑園小学校 ノボシビルスク市第163中等学校 ロシア ノボシビルスク州ノボシビルスクＨ　２．　６ 交流

札幌市立月寒小学校 レント小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４２　　　 姉妹提携

札幌市立手稲山口小学校 黄山路小学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｈ　４．１２ 交流

札幌市立豊園小学校 ロザムントウェラー小学校 アメリカ アラスカ州 Ｓ６２　　　 姉妹提携

札幌市立白楊小学校 スイットン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｈ　３．　７ 姉妹提携

札幌市立八軒西小学校 ビュート小学校 アメリカ アラスカ州パーマー Ｓ６３．　８ 姉妹提携

札幌市立福住小学校 ユージン学園 アメリカ オレゴン州ユージン 交流

札幌市立真駒内緑小学校 ディーゼル通り小学校 ドイツ バイエルン州ミュンヘン Ｓ５１．　５ 姉妹提携

札幌市立南小学校 メリーズビル小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ３９．　２ 姉妹提携

札幌市立宮の森小学校 リッチモンド学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｈ１７．　２ 姉妹提携

札幌市立山の手南小学校 啓聖初等学校 韓国 大邸広域市 Ｓ５８．１１ 姉妹提携

札幌市立大倉山小学校 ジャスパー小学校 カナダ アルバータ州ジャスパー Ｓ６１　　　 交流

札幌市立幌南小学校 ガスティニュー小学校 アメリカ アラスカ州デュノー Ｓ６１．　１ 姉妹提携

札幌市立東白石小学校 メイプルウッド小学校 カナダ Ｓ６２　　　 姉妹提携

札幌市立琴似小学校 エインズワース小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６３　　　 姉妹提携

札幌市立手稲東小学校 アラメダ小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６４　　　 姉妹提携

札幌市立南郷小学校 アキントン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４５　　 姉妹提携

札幌市立真駒内小学校 クレストン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ３９　　　 姉妹提携

江別市立大麻小学校 西グレシャム小学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ　８．　２ 姉妹提携

江別市立中央小学校 パウエル・ヴァレイ小学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｓ５４．１０ 姉妹提携

江別市立大麻泉小学校 ハイランド小学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｓ５８．　１ 姉妹提携

千歳市立千歳小学校 サンドレイク小学校 アメリカ アラスカ州アンカレッジ Ｈ　４．　１ 交流

千歳市立桜木小学校 ガラパン小学校 北マリアナ連邦 サイパン Ｈ　７．　５ 姉妹提携

千歳市立緑小学校 ガムレグレンダーセン小学校 ノルウェー コングスベルグ Ｈ１８．　８ 交流

石狩市立紅葉山小学校 ルーズベルトミドルスクール アメリカ ユタ州ルーズベルト Ｈ１４．１０ 交流

石狩市立花川南小学校 蒙阻小学校 中国 四川省彭州 Ｈ　９．　９ 交流

北広島市立東部小学校 サルバトール小学校 オーストリア ウィーン Ｓ５７．　４ 交流

函館市立弥生小学校 ウラジオストク市第47小中学校 ロシア 極東地域沿海地方ウラジオストクＨ１２．　６ 姉妹提携

七飯町立大沼小学校 ソロー小学校 アメリカ マサチューセッツ州コンコード Ｈ　６．　８ 交流

七飯町立峠下小学校 ウィラード小学校 アメリカ マサチューセッツ州コンコード Ｈ　８．　９ 交流

七飯町立藤城小学校 オルコット小学校 アメリカ マサチューセッツ州コンコード Ｈ　９．１２ 交流

雨竜町立雨竜小学校 トロント日本語学校 カナダ オンタリオ州トロント Ｓ５５．　１ 姉妹提携

旭川市立日章小学校 トーマス・メットカフ アメリカ イリノイ州ノーマル Ｈ１４．　７ 交流

旭川市立北光小学校 デナリ小学校 アメリカ アラスカ州フェアバンクス Ｓ６２．１２ 姉妹提携

占冠村立占冠中央小学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立占冠中央小学校 アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立占冠中央小学校 アスペンカントリーデイスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム小学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム小学校 アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム小学校 アスペンカントリーデイスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

網走市立網走小学校 松柏学園 ブラジル サンパウロ Ｈ　８．　２ 交流

網走市立白鳥台小学校 マジナシティ２コナクリ ギニア Ｈ１２　　　 交流

佐呂間町立佐呂間小学校 パイオニアピーク小学校 アメリカ アラスカ州パーマー Ｈ　２．　９ 姉妹提携

西興部村立西興部小学校 チャーター小学校 アメリカ アラスカ州ジュノー Ｈ１９．　７ 交流

西興部村立上興部小学校 ハーバービュー小学校 アメリカ アラスカ州ジュノー Ｈ１９．　７ 交流

白老町立白老小学校 バーロークリーク小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネルＨ１０．　７ 姉妹提携

白老町立萩野小学校 カールソン小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネルＳ６３．　９ 姉妹提携

白老町立緑丘小学校 レークビュー小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネルＳ５７．　７ 姉妹提携

白老町竹浦小学校 セントアンズ校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネルＨ１５．１２ 姉妹提携

白老町虎杖小学校 ブッシレイク小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネルＨ１３．　９ 姉妹提携

浦河町立浦河小学校 スカルドバミッドルスクール イギリス フォーレストヒース市 Ｈ１１．１０ 交流

浦河町立野深小学校 ズウーモド第５学校 モンゴル Ｈ　５．１１ 交流

帯広市立若葉小学校 朝陽市立育紅小学校 中国 遼寧省朝陽 Ｈ　６．　７ 交流

帯広市立北栄小学校 サンパウロ日本人学校 ブラジル サンパウロ Ｈ　２　　　 交流

帯広市立花園小学校 カルガリー補習校 カナダ アルバータ州カルガリー Ｈ　８．　４ 交流

釧路市立柏木小学校 ベルウッド小学校 アメリカ テネシー州ナッシュビル Ｈ１７．　３ 交流

釧路市立阿寒小学校 テイラーパーク小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州バーナＨ１８．　４ 交流

厚岸町立厚岸小学校 リンダスファーン小学校 オーストラリア タスマニア州クラレンス Ｈ　９．１０ 交流

道内教育機関の交流状況



中学校

学校名 相手校名 国名 地域名 交流開始年月 交流種別

札幌市立稲積中学校 マクシミリアム・ギムナジウム校 ドイツ バイエルン州ミュンヘン Ｓ６２．　９ 姉妹提携

札幌市立柏丘中学校 ウエストシルバン中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６０．１０ 姉妹提携

札幌市立向陵中学校 ボーモント中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５７　　　 提携

札幌市立札幌中学校 マウントテーバー中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５５　　　 提携

札幌市立中央中学校 国立Ｖａｎｇ初等中等学校 デンマーク コリング Ｈ１５．　１ 交流

札幌市立西岡中学校 ハリエットタブマン中学校 アメリカ アラスカ州 Ｓ６２　　　 姉妹提携

札幌市立野幌中学校 ゴートンラッセル中学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ１５．　１ 姉妹提携

札幌市立伏見中学校 ＤＳマッケンジー中学校 カナダ アルバータ州エドモントン Ｓ５６．　７ 交流

札幌市立宮の森中学校 リカルダ・フーホ実科学校 ドイツ バイエルン州ミュンヘン Ｓ６２．　９ 姉妹提携

札幌市立手稲東中学校 ファンウッド中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５６．　８ 姉妹提携

札幌市立北栄中学校 オリンピック中学校 フランス グノーブル Ｓ４５　　　 姉妹提携

札幌市立手稲中学校 キングスレー中学校 アメリカ ミシガン州キングスレー Ｈ１２．　１ 交流

札幌市立もみじ台南中学校 マーカム中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５７．　７ 交流

札幌市立篠路中学校 ウインターカー中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５８．　８ 姉妹提携

函館市立西中学校 トロント高等学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州レイクＨ　４．　７ 姉妹提携

函館市立赤川中学校 ウラジオストク市第78学校 ロシア 極東地方沿岸地方ウラジオストクＨ　４．　８ 姉妹提携

函館市立亀田中学校 モリセット高等学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州レイクＳ６０．　７ 姉妹提携

函館市立旭岡中学校 天津市実験中学校 中国 河北省天津 Ｈ１３．　１ 姉妹提携

今金町立今金中学校 バーンサイド高校 ニュージーランドクライスチャーチ Ｈ　３．１２ 交流

赤井川村立赤井川中学校 ストラスモア学校 オーストラリア ビクトリア州メルボルン Ｈ１６．　４ 交流
占冠村立占冠中学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流
占冠村立占冠中学校 アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流
占冠村立占冠中学校 アスペンカントリーディスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム中学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム中学校 アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム中学校 アスペンカントリーディスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

上川町立上川中学校 パイオニアスクール カナダ アルバータ州ロッキーマウンテンＨ　８．１２ 姉妹提携

士別市朝日中学校 ジョン・ウィクリフ・クリスチャン・スクール オーストラリア ブラックスランド Ｈ　９．　７ 交流

佐呂間町立佐呂間中学校 パーマ、コロニー、ティーランド各中学校 アメリカ アラスカ州パーマ Ｈ１５．　２ 姉妹提携

湧別町立湧別中学校 ダーフィールド高校 ニュージーランドセルウィン Ｈ　９．　３ 交流

湧別町立湖陵中学校 ダーフィールド高校 ニュージーランドセルウィン Ｈ　９．　３ 交流

上湧別町立上湧別中学校 ヒルトップ高校 カナダ アルバータ州ホワイトコート Ｈ　４．　１ 交流

西興部村立西興部中学校 フロイドドライディン中学校 アメリカ アラスカ州アラスカ Ｈ１９．　７ 姉妹提携

登別市立幌別中学校 ノーアエア校 デンマーク リンゲ Ｈ　２．　８ 姉妹提携

伊達市立大滝中学校 レイクカウチン中学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州レイクＳ６１．　８ 交流

白老町立白老中学校 コレリュー中高等学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネルＳ６２．　６ 姉妹提携

白老町立萩野中学校 ケネル中高等学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネルＨ　４．　９ 姉妹提携

帯広市立帯広第五中学校 ロッキーフォード校 カナダ アルバータ州ロッキーフォード Ｈ　７．　９ 交流

帯広市立帯広第五中学校 グイニー校 カナダ アルバータ州エドモントン Ｈ　７．　９ 交流

帯広市立帯広第五中学校 ブルグジッツ学校 ドイツ カッセル Ｈ　８．１０ 姉妹提携

中札内村立中札内中学校 エルマ中学校 アメリカ ワシントン州エルマ Ｈ　７．　３ 交流

陸別町立陸別中学校 ラコーム中学校 カナダ アルバータ州ラコーム Ｈ　５．　１ 交流

清水町立清水中学校 ビーチミドルスクール アメリカ ミシガン州チェルシー Ｈ　６．１０ 交流

清水町立御影中学校 ビーチミドルスクール アメリカ ミシガン州チェルシー Ｈ　６．１０ 交流

芽室町立上美生中学校 ジェファーソン校 アメリカ カリフォルニア州トレーシー Ｈ１９．　５ 姉妹提携

釧路市立景雲中学校 デルマーミドルスクール アメリカ デラウェアデルマー市 Ｈ１５．　３ 交流

釧路市立美原中学校 ホームステッドミドルスクール アメリカ フロリダ州ホームステッド Ｈ１８．　３ 交流

別海町立上春別中学校 レッス校 フィンランド ヘルシンキ Ｈ　２．　　 交流

札幌聖心女子学院中学校 聖心フォレストリッジ校 アメリカ ワシントン州シアトル Ｈ１５．　１ 姉妹提携

札幌聖心女子学院中学校 ナント聖心校 フランス ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 Ｈ２０．１ 姉妹提携



高等学校

学校名 相手校名 国名 地域名 交流開始年月 交流種別

札幌東高等学校 グラント高等学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４２．　６ 姉妹提携

札幌西高等学校 ウッドローウィルソン高校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ３９．１１ 姉妹提携

札幌丘珠高等学校 ポートマコーリー高等学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州ポートＨ　６．１０ 姉妹提携

札幌稲北高等学校 ハルメドン高等学校 イギリス ランカーシャーバーンリー Ｈ　６．１２ 交流

札幌工業高等学校 ベンソン工業高等学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５２．　１ 交流

札幌北陵高等学校 リンカーン高校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４９．１２ 姉妹提携

札幌白石高等学校 コンコードカーライル高校 アメリカ マサチューセッツ州コンコード Ｈ１０．　９ 交流

札幌国際情報高等学校 上海高級ルーワン中学校 中国 上海 Ｈ１０．　３ 姉妹提携

札幌国際情報高等学校 ハルビン第３中学校 中国 黒竜江省哈爾浜 Ｈ１０．　３ 姉妹提携

札幌国際情報高等学校 ノーブルズ学校 アメリカ マサチューセッツ州ボストン Ｈ１７．　９ 姉妹提携

北海道拓北養護学校 韓国又進学校 韓国 ソウル特別市 Ｈ２０．　３ 姉妹提携

市立札幌旭丘高等学校 ホーリーイノセントエピスコパル校 アメリカ ジョージア州アトランタ Ｈ１５．　３ 姉妹提携

市立札幌開成高等学校 ウェズリーカレッジ オーストラリア ビクトリア州メルボルン Ｈ　４．　７ 交流

市立札幌開成高等学校 カバーデールクリスチャン学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州リバーＨ１７．１０ 交流

市立札幌清田高等学校 瀋陽市第二中学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｓ５７．　８ 姉妹提携

市立札幌新川高等学校 ルーズベルト高等学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５８．　８ 姉妹提携

千歳高等学校 空港高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｈ　６．１１ 友好提携

北広島西高等学校 エーデンボーマン高等学校 カナダ サスカチュアン州サスカツーン Ｈ　６．　２ 姉妹提携

福島商業高等学校 ウィンチコム学校 イギリス チュルトナムウィンチコム Ｈ１７．１０ 交流

知内高等学校 ブラックヒース＆ソーンバレ学校 オーストラリア クイーンズランド州チャーターズタＨ１７．　７ 交流

町立瀬棚商業高等学校 ハンフォード高等学校、ハンフォード西高等学校アメリカ カリフォルニア州ハンフォード Ｈ１０．１０ 姉妹提携

今金高等養護学校 バーンサイド高校 ニュージーランドクライストチャーチ Ｈ１０．　７ 交流

小樽水産高等学校 パウハル高等学校 アメリカ ハワイ州ホノルル Ｈ　９．１１ 交流

蘭越高等学校 クレモント高校 オーストリア タスマニア州クレモント Ｈ１６．　２ 交流

倶知安農業高等学校 ラ・ウニオン校 ペルー リマ Ｈ１１． 交流

真狩高校 蘇州農業職業技術学院 中国 蘇州 Ｈ１７． 交流

滝川西高等学校 ロングメドー高校 アメリカ マサチューセッツ州 Ｈ１９．１０ 交流

旭川西高等学校 哈爾浜市第三中学校 中国 黒竜江省哈爾浜 Ｈ　２．　５ 友好提携

旭川陵雲高等学校 リンゼーサーバー総合高等学校 カナダ アルバータ州レッドディア Ｈ　５．１１ 姉妹提携

士別翔雲高等学校 マルワリーハイスクール オーストラリア コールバーン市 Ｈ１４．　７ 交流

中川商業高等学校 清庵女子情報産業高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｈ１０．１０ 交流

上富良野高等学校 ジャスパープレイス高等学校 カナダ アルバータ州エドモントン Ｓ５９．　１ 姉妹提携

羽幌高校 素明女子高等学校 韓国 京畿道富川 Ｈ１１．１１ 交流

網走南ヶ丘高等学校 ポートアルバーニ市の高校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ポートＳ６１．　２ 交流

清里高等学校 モトエカ高等学校 ニュージーランドネルソン郡モトエカ Ｈ　３．　１ 交流

小清水高等学校 リンウッド高等学校 ニュージーランドクライストチャーチ Ｈ１０．　７ 姉妹提携

佐呂間高等学校 パーマ高等学校 アメリカ アラスカ州パーマー Ｈ　２．　８ 姉妹提携

常呂高等学校 バーベットコンポサイト高等学校 カナダ アルバータ州バーベット Ｈ　８．　１ 交流

勇別高等学校 ヒルトップ高等学校 カナダ アルバータ州ホワイトコート Ｈ　４．　１ 交流

勇別高等学校 ダーフィールド高等学校 ニュージーランドセルウィン Ｈ　９．　３ 交流

美幌農業高等学校 セントピーターズスクール ニュージーランドワイカト州ケンブリッジ Ｈ１５．　４ 交流

美幌農業高等学校 ケンブリッジ高校 ニュージーランドワイカト州ケンブリッジ Ｈ１９．　７ 交流

美幌高等学校 セントピーターズスクール ニュージーランドワイカト州ケンブリッジ Ｈ１６．　４ 交流

美幌高等学校 ケンブリッジ高校 ニュージーランドワイカト州ケンブリッジ Ｈ１９．　３ 交流

室蘭清水丘高等学校 マウントエッジカム高等学校 アメリカ アラスカ州シトカ Ｓ６１．　１ 姉妹提携

白老東高等学校 コレリュー中高等学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネルＳ６２．　６ 姉妹提携

苫小牧西高等学校 泰皇島実験中学 中国 河北省泰皇島市 Ｈ１９．１０ 交流

町立えりも高等学校 茂山中高等学校 韓国 慶州 Ｈ　８．　１ 姉妹提携

音更高等学校 ビンテージ中学校 アメリカ カリフォルニア州ナパ Ｈ　６．　３ 交流

鹿追高等学校 メモリアル．コンポジット高校 カナダ アルバータ州ストーニープレインＳ６２．　８ 交流

広尾高等学校 ブルックスコンポジット高校 カナダ アルバータ州ブルックス Ｈ　６．１２ 姉妹提携

池田高等学校 ペンティクトン中学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ペンテＨ　３．　１ 姉妹提携

池田高等学校 サマーランド中学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州サマーＨ１１．　６ 姉妹提携

池田高等学校 プリンセスマーガレット中学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ペンテＨ１５．　１ 姉妹提携

釧路西高等学校 キャラハンカレッジジェスモンド高等学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州ニューＨ　６．１１ 姉妹提携

浜中町立霧多布高校 ヒールズヒル高校 オーストラリア ビクトリア州ヒルズビル Ｈ　９．１１ 交流

釧路明輝高等学校 キャラハンカレッジジェスモンド高等学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州ニューＨ１９．　９ 姉妹提携

根室高等学校 シトカ高等学校 アメリカ アラスカ州シトカ Ｈ　８．１０ 姉妹提携

北海高等学校 ﾚｽﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｶﾚｼﾞｪｲﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ高等学校 カナダ アルバータ州レスブリッジ Ｈ　３．　１ 姉妹提携

北海高等学校 ブロック大学 カナダ オンタリオ州ｾﾝﾄ・ﾁｬｻﾘﾝｽﾞ Ｈ１２．１０ 姉妹提携

北海学園札幌高等学校 ﾚｽﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｶﾚｼﾞｪｲﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ高等学校 カナダ アルバータ州レスブリッジ Ｈ１２．１０ 姉妹提携

札幌静修学園高等学校 セント・ジョセフズ・ナッジ・インターナショナルカオーストラリア クイーンズランド州ブリスベン Ｈ１４．１０ 姉妹提携

札幌静修学園高等学校 マキロップ・キャソリック・リジオナルカレッジ オーストラリア ビクトリア州ワラビー Ｈ１４．１０ 姉妹提携

札幌静修学園高等学校 エルピストン・セカンドリースクール カナダ ブリティッシュコロンビア州ギブソＨ１４．１０ 姉妹提携

札幌静修学園高等学校 マレスピナ・インターナショナルハイスクール カナダ ブリティッシュコロンビア州ナナイＨ１４．１０ 姉妹提携

札幌山の手高等学校 タカプナ・グラマースクール ニュージーランドオークランド市 Ｈ１５．　３ 姉妹提携

札幌山の手高等学校 セントビーツ・カレッジ ニュージーランドクライストチャーチ Ｈ１５．　７ 姉妹提携

札幌山の手高等学校 セントラル・ハイスクール アメリカ アーカンソー州 Ｈ１７．１１ 姉妹提携

札幌新陽高等学校 ブロック高等学校 カナダ オンタリオ州カソニソグトン Ｈ　２．１０ 姉妹提携

札幌創成高等学校 ギルフォード・ヤングカレッジ オーストラリア タスマニア州ホバート Ｈ１０．　５ 姉妹提携

札幌創成高等学校 マウント・アスパイアリンクカレッジ ニュージーランドワカナ Ｈ１６．１０ 姉妹提携



学校名 相手校名 国名 地域名 交流開始年月 交流種別

札幌創成高等学校 タンボリン・マウンテン・ステイト・スクール オーストラリア タンボリン Ｈ１５．　８ 姉妹提携

札幌聖心女子学院高等学校 聖心フォレストリッジ校 アメリカ ワシントン州シアトル Ｈ１５．　１ 交流

札幌聖心女子学院高等学校 ナワミン高等学校 タイ バンコク Ｈ１１． 交流

札幌聖心女子学院高等学校 ナント聖心校 フランス ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 Ｈ２０．１ 姉妹提携

札幌聖心女子学院高等学校 ソウル聖心女子学院 韓国 ソウル特別市 Ｈ　５． 姉妹提携

札幌日本大学高等学校 ナサリア・セカンダリーカレッジ オーストラリア ビクトリア州ナサリア Ｈ　９．　９ 姉妹提携

札幌日本大学高等学校 イラワナ・グラマースクール オーストラリア サウスウェールズ州ウーロンゴンＨ　９．　９ 姉妹提携

札幌日本大学高等学校 ヘレブレイカレッジ オーストラリア ビクトリア州キースボーロー Ｈ　９．　９ 姉妹提携

札幌日本大学高等学校 アルダーグローブ・セカンダリースクール カナダ ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｺﾛﾝﾋﾞｱ州ｱﾙﾀﾞｰｸﾞﾛｰﾌ Ｈ　９．　９ 姉妹提携

立命館慶祥高等学校 ロード・ボタタ高等学校 アメリカ バージニア州ボタタ Ｈ１１．　３ 姉妹提携

立命館慶祥高等学校 ビリュニス・ウズピスセカンダリースクール リトアニア ビリュニス Ｈ１１．　９ 姉妹提携

立命館慶祥高等学校 ビリュニス・リセウム理数高等学校 リトアニア ビリュニス Ｈ１１．　９ 姉妹提携

立命館慶祥高等学校 コックホック高校 ベトナム フエ Ｈ１２．　７ 交流

立命館慶祥高等学校 安養外国語高等学校 韓国 Ｈ１４．　４ 交流

立命館慶祥高等学校 セルカークハイスクール カナダ ブリティッシュコロンビア州キンバＨ１０．　　 姉妹提携

とわの森三愛高等学校 サム・バロー高等学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ　１．　３ 姉妹提携

とわの森三愛高等学校 グレシャム・ユニオン高等学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ　１．　３ 姉妹提携

とわの森三愛高等学校 マリング農学校 デンマーク マリング Ｈ　５．　２ 姉妹提携

とわの森三愛高等学校 カーロ農学校 デンマーク ロンデ Ｈ１５．　６ 姉妹提携

清向学院高等学校 輝華中学校 中国 天津 Ｈ１３．　７ 交流

清向学院高等学校 青島旅游学校 中国 山東省青島 Ｈ１３．１２ 友好提携

清向学院高等学校 山東省商貿学校 中国 済南市 Ｈ１５．　３ 姉妹提携

清向学院高等学校 リージェンシーインターナショナルセンター オーストラリア アデレード市 Ｈ１５．　８ 姉妹提携

清向学院高等学校 大連房地産学校 中国 大連市 Ｈ１６．　７ 友好交流

清向学院高等学校 宜昌外国語学校 中国 湖北省宜昌市 Ｈ１７．　９ 姉妹提携

双葉高等学校 サウスバーリントンハイスクール アメリカ バーモンド州 Ｈ１３．１２ 友好交流

苫小牧中央高等学校 三一商業高等学校 韓国 水原 Ｓ６０．　６ 姉妹提携

苫小牧中央高等学校 三一工業高等学校 韓国 水原 Ｓ６０．　６ 姉妹提携

駒沢大学附属苫小牧高等学校 マラスピナインターナショナル高校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ナナイＨ１６．　５ 姉妹提携

駒沢大学附属苫小牧高等学校 タマテア高校 ニュージーランドネイピア Ｈ　８　１２ 姉妹提携

海星学院高等学校 セントベネディクト大学 アメリカ ミネソタ州セントジョゼフ Ｓ３６．　１ 交流

海星学院高等学校 セントジョーンズ大学 アメリカ ニューヨーク州 交流

旭川大学高等学校 イーストハンプトン高等学校 アメリカ ニューヨーク州イーストハンプトンＳ５５．　　 姉妹提携

旭川龍谷高等学校 カラニハイスクール アメリカ ハワイ州ホノルル Ｓ６０．　５ 姉妹提携

旭川明成高等学校 ビクトリア州立バララット高等学校 オーストラリア ビクトリア州立バララット Ｓ６３．１２ 姉妹提携

旭川実業高等学校 慶福ビジネス高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｓ５６．　５ 姉妹提携

旭川実業高等学校 慶福女子高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｓ５６．　５ 姉妹提携

旭川実業高等学校 ワンガヌイ・カレジエイトスクール ニュージーランドワンガヌイ Ｈ１２．１２ 交流

旭川実業高等学校 フォートヘイズハイスクール アメリカ オハイオ州コロンバス市 Ｈ２１．　３ 交流

旭川藤女子高等学校 アラヌイ高等学校 ニュージーランドクライストチャーチ Ｈ１１．１１ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 ヒルモルトン高等学校 ニュージーランドクライストチャーチ Ｈ１２．　１ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 パパヌイ高等学校 ニュージーランドクライストチャーチ Ｈ１２．　２ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 ミドルトン高等学校 ニュージーランドクライストチャーチ Ｈ１２．　２ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 ダーフィールド高等学校 ニュージーランドクライストチャーチ Ｈ１２．　２ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 ヴィラマリア高等学校 ニュージーランドクライストチャーチ Ｈ１２．　４ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 セントアロイシス高等学校 オーストラリア サウスオーストラリア州アデレーＨ１２．　４ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 アワレディースコンベント高等学校 イギリス ロンドン Ｈ１２．１２ 姉妹提携

北見藤女子高等学校 ルーメンクリスティ・カレッジ オーストラリア パース Ｈ１５．　３ 姉妹提携

武修館高等学校 韓国普成高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｓ６０．１１ 姉妹提携

武修館高等学校 ライドセカンダリカレッジ オーストラリア ニューサウスウェールズ州シドニＨ１４．　９ 姉妹提携

クラーク記念国際高等学校 パインビュー・ハイスクール アメリカ ユタ州セントジョージ 交流

クラーク記念国際高等学校 パプティスト・アカデミー アメリカ ハワイ州 交流


