
区分 学校名 都道府県 区分 学校名 都道府県

1 幼稚園 富谷町立富谷幼稚園 宮城県 59 中学校 富谷町立東向陽台中学校 宮城県

2 幼稚園 富谷町立東向陽台幼稚園 宮城県 60 中学校 富谷町立日吉台中学校 宮城県

3 幼稚園 東京ゆりかご幼稚園 東京都 61 中学校 牛久市立牛久第二中学校 茨城県

4 幼稚園 信州大学教育学部附属幼稚園 長野県 62 中学校 大田区立大森第四中学校 東京都

5 幼稚園 奈良教育大学附属幼稚園 奈良県 63 中学校 世田谷区立船橋希望中学校 東京都

6 幼稚園 あやの台幼稚園 和歌山県 64 中学校 上越市立城北中学校 新潟県

7 小学校 富谷町立明石台小学校 宮城県 65 中学校 金沢市立浅野川中学校 石川県

8 小学校 富谷町立あけの平小学校 宮城県 66 中学校 金沢市立医王山中学校 石川県

9 小学校 富谷町立富ケ丘小学校 宮城県 67 中学校 金沢市立犀生中学校 石川県

10 小学校 富谷町立富谷小学校 宮城県 68 中学校 金沢市立清泉中学校 石川県

11 小学校 富谷町立成田小学校 宮城県 69 中学校 金沢市立西南部中学校 石川県

12 小学校 富谷町立成田東小学校 宮城県 70 中学校 金沢市立大徳中学校 石川県

13 小学校 富谷町立東向陽台小学校 宮城県 71 中学校 金沢市立長田中学校 石川県

14 小学校 登米市立米谷小学校 宮城県 72 中学校 金沢市立額中学校 石川県

15 小学校 登米市立北方小学校 宮城県 73 中学校 金沢市立野田中学校 石川県

16 小学校 須賀川市立第三小学校 福島県 74 中学校 金沢市立北鳴中学校 石川県

17 小学校 牛久市立奥野小学校 茨城県 75 中学校 金沢市立緑中学校 石川県

18 小学校 市川市立行徳小学校 千葉県 76 中学校 金沢市立港中学校 石川県

19 小学校 八千代市立大和田南小学校 千葉県 77 中学校 金沢市立森本中学校 石川県

20 小学校 板橋区立板橋第二小学校 東京都 78 中学校 信州大学教育学部附属長野中学校 長野県

21 小学校 板橋区立板橋第七小学校 東京都 79 中学校 岐阜市立岐阜中央中学校 岐阜県

22 小学校 富山市立奥田北小学校 富山県 80 中学校 高山市日枝中学校 岐阜県

23 小学校 金沢市立浅野町小学校 石川県 81 中学校 高山市立久々野中学校 岐阜県

24 小学校 金沢市立医王山小学校 石川県 82 中学校 高山市立荘川中学校 岐阜県

25 小学校 金沢市立菊川町小学校 石川県 83 中学校 高山市立丹生川中学校 岐阜県

26 小学校 金沢市立木曵野小学校 石川県 84 中学校 高山市立松倉中学校 岐阜県

27 小学校 金沢市立長田町小学校 石川県 85 中学校 高山市立宮中学校 岐阜県

　    2018年7月27日付で下記116校が新たにユネスコスクールとして加盟承認されましたので、
     お知らせいたします。
     今回、加盟承認された116校を含めて、日本国内のユネスコスクール登録数は1149校になります。

ユネスコスクール新規加盟校のお知らせ



28 小学校 金沢市立諸江町小学校 石川県 86 中学校 八百津町立八百津東部中学校 岐阜県

29 小学校 金沢市立米丸小学校 石川県 87 中学校 神戸市立大沢中学校 兵庫県

30 小学校 信州大学教育学部附属長野小学校長野県 88 中学校 広島市立幟町中学校 広島県

31 小学校 信州大学教育学部附属松本小学校長野県 89 中学校 広島市立湯来中学校 広島県

32 小学校 大垣市立小野小学校 岐阜県 90 中学校 福山市立常金中学校 広島県

33 小学校 高山市立江名子小学校 岐阜県 91 中学校 福山市立松永中学校 広島県

34 小学校 高山市立国府小学校 岐阜県 92 中学校 福岡市立城西中学校 福岡県

35 小学校 高山市立荘川小学校 岐阜県 93 中学校 北九州市立中原中学校 福岡県

36 小学校 高山市立丹生川小学校 岐阜県 94 中高一貫校等山形県立東桜学館中学校・高等学校山形県

37 小学校 高山市立花里小学校 岐阜県 95 中高一貫校等智学館中等教育学校 茨城県

38 小学校 八百津町立錦津小学校 岐阜県 96 中高一貫校等文京学院大学女子中学校高等学校 東京都

39 小学校 犬山市立犬山西小学校 愛知県 97 中高一貫校等聖徳学園中学・高等学校 東京都

40 小学校 大台町立三瀬谷小学校 三重県 98 中高一貫校等福山市立福山中・高等学校 広島県 

41 小学校 京都市立朱雀第四小学校 京都府 99 中高一貫校等徳島県立富岡東中学校・高等学校 徳島県

42 小学校 大阪市立南小学校 大阪府 100 高等学校 市立札幌啓北商業高等学校 北海道

43 小学校 広島市立矢野西小学校 広島県 101 高等学校 北海道標津高等学校 北海道

44 小学校 福山市立伊勢丘小学校 広島県 102 高等学校 横浜市立東高等学校 神奈川県

45 小学校 福山市立山南小学校 広島県 103 高等学校 岐阜県立吉城高等学校 岐阜県

46 小学校 福山市立千年小学校 広島県 104 高等学校 岐阜県立八百津高等学校 岐阜県

47 小学校 福山市立常金丸小学校 広島県 105 高等学校 静岡県立駿河総合高等学校 静岡県

48 小学校 福山市立西小学校 広島県 106 高等学校 名古屋市立北高等学校 愛知県

49 小学校 福山市立久松台小学校 広島県 107 高等学校 日本福祉大学付属高等学校 愛知県

50 小学校 福山市立藤江小学校 広島県 108 高等学校 京都府立西乙訓高等学校 京都府

51 小学校 福山市立柳津小学校 広島県 109 高等学校 大阪成蹊女子高等学校 大阪府

52 小学校 北九州市立竹末小学校 福岡県 110 高等学校 兵庫県立篠山産業高等学校 兵庫県

53 中学校 石狩市立石狩中学校 北海道 111 高等学校 福岡県立三池工業高等学校 福岡県

54 中学校 石狩市立花川中学校 北海道 112 高等学校 長崎県立佐世保南高等学校 長崎県

55 中学校 北海道教育大学附属釧路中学校北海道 113 特別支援学校北海道小樽高等支援学校 北海道

56 中学校 富谷町立富谷第二中学校 宮城県 114 特別支援学校信州大学教育学部附属特別支援学校長野県

57 中学校 富谷町立富谷中学校 宮城県 115 特別支援学校豊橋市立くすのき特別支援学校 愛知県

58 中学校 富谷町立成田中学校 宮城県 116 その他 玄海みらい学園 佐賀県


