
2020年度実施校一覧（315校）
北海道 7校 北海道立湧別高等学校 

私立学校法人三幸学園 飛鳥未来 高等学校 札幌キャンパス 

岩見沢市立中央小学校 

帯広市立明和小学校 

札幌市立福移小中学校 

北海道網走桂陽高等学校 

北海道上ノ国高等学校 

青森県 4校 私立八戸聖ウルスラ学院中学高等学校 

八戸市立白銀中学校 

青森県立八戸北高等学校 

私立青森明の星中学・高等学校 

岩手県 5校 盛岡市立北厨川小学校 

岩手県立伊保内高等学校 

雫石町立雫石中学校 

岩手県立種市高等学校 

私立一関修紅高等学校 

宮城県 4校 宮城県立加美農業高等学校 

私立東北生活文化大学高等学校 

宮城県立宮城県富谷高等学校 

大河原町立大河原南小学校 

秋田県 3校 湯沢市立稲庭小学校 

秋田県立金足農業高等学校 

秋田県立秋田西高等学校 

山形県 2校 米沢市立窪田小学校 

山形県立新庄養護学校 

福島県 7校 福島県立梁川高等学校 

須賀川市立白方小学校 

須賀川市立第二小学校 



  会津若松市立大戸小学校 

  二本松市立塩沢小学校 

  郡山市立桑野小学校 

  私立郡山ザベリオ学園小学校 

茨城県 7校 私立江戸川学園取手中・高等学校 

  茨城県立大子清流高等学校 

  ひたちなか市立高野小学校 

  私立大成女子高等学校 

  茨城県立佐和高等学校 

  つくば市立松代小学校 

  つくば市立茎崎中学校 

栃木県 4校 宇都宮市立宮の原中学校 

  栃木県立宇都宮白楊高等学校 

  私立佐野日本大学中等教育学校 

  宇都宮市立横川中学校 

群馬県 4校 

私立学校法人早稲田学園 

わせがく高等学校前橋キャンパス 

  私立新島学園中学校・高等学校 

  私立高崎商科大学附属高等学校 

  邑楽町立長柄小学校 

埼玉県 7校 三芳町立唐沢小学校 

  さいたま市立大宮八幡中学校 

  川口市立領家小学校 

  私立昌平中学・高等学校 

  私立武蔵野星城高等学校 

  久喜市立菖蒲東小学校 

  皆野町立皆野中学校 

千葉県 14校 千葉市立犢橋中学校 

  国立大学法人千葉大学教育学部附属中学校 



  千葉県立流山おおたかの森高等学校 

  船橋市立船橋小学校 

  千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 

  船橋市立薬円台小学校 

  八千代市立新木戸小学校 

  柏市立光ヶ丘小学校 

  野田市立柳沢小学校 

  私立東海大学付属浦安高等学校中等部 

  千葉県立東金特別支援学校 

  袖ケ浦市立平川中学校 

  柏市立手賀西小学校 

  柏市立増尾西小学校 

東京都 30校 私立東京家政学院中学校・高等学校 

  大田区立大森第六中学校 

  東京都立八王子北高等学校 

  私立三田国際学園中学校 

  東京都立両国高等学校 

  東京都立農業高等学校定時制課程 

  私立大妻中野中学校・高等学校 

  私立晃華学園中学校 

  多摩市立東愛宕中学校 

  世田谷区立尾山台小学校 

  足立区立古千谷小学校 

  豊島区立西池袋中学校 

  私立 CE高等学院 練馬キャンパス 

  練馬区立谷原中学校 

  多摩市立落合中学校 

  ゆたかカレッジ高田馬場キャンパス 

  私立桜丘中学校 



  練馬区立石神井南中学校 

  私立郁文館中学校 

  練馬区立開進第四中学校 

  私立玉川学園高等部 

  墨田区立錦糸中学校 

  世田谷区立烏山北小学校 

  杉並区立杉並第一小学校 

  東京都立深沢高等学校 

  江戸川区立平井東小学校 

  西東京市立東小学校 

  江東区立第六砂町小学校 

  豊島区立目白小学校 

  世田谷区立明正小学校 

神奈川県 20校 横浜市立荏田西小学校 

  私立相模女子大学高等部 

  横浜市立早渕中学校 

  横須賀市立神明中学校 

  私立武相中学高等学校 

  私立平和学園小学校 

  鎌倉市立小坂小学校 

  神奈川県立平塚中等教育学校 

  横浜市立本宿小学校 

  横浜市立西本郷中学校 

  神奈川県立大和西高等学校 

  私立橘学苑高等学校 

  神奈川県立鎌倉高等学校 

  相模原市立大野北小学校 

  横須賀市立野比小学校 

  横浜市立飯島小学校 



  横浜市立東山田中学校 

  横須賀市立横須賀総合高等学校 

  神奈川県立神奈川総合高等学校 

  横浜市立末吉小学校 

新潟県 5校 長岡市立大島中学校 

  私立新潟青陵高等学校 

  新潟県立柏崎総合高等学校 

  新発田市立猿橋中学校 

  長岡市立川口中学校 

富山県 2校 高岡市立志貴野中学校 

  富山市立中央小学校 

石川県 3校 金沢市立千坂小学校 

  七尾市立七尾中学校 

  白山市立光野中学校 

福井県 2校 勝山市立勝山北部中学校 

  福井市立宝永小学校 

山梨県 2校 山梨県立韮崎高等学校 

  甲州市立祝小学校 

長野県 7校 上田市立丸子中央小学校 

  長野県立長野盲学校 

  私立エクセラン高等学校 

  国立信州大学教育学部附属松本小学校 

  諏訪市立中洲小学校 

  長野県立岩村田高等学校 

  小諸市立美南ガ丘小学校 

岐阜県 4校 美濃加茂市立太田小学校 

  関市立緑ヶ丘中学校 

  大垣市立上石津中学校 

  私立中京高等学校 



静岡県 10校 私立 Alternative school しいの木 

  袋井市立袋井西小学校 

  磐田市立竜洋中学校 

  静岡県立富岳館高等学校 

  私立浜松学芸中学校・高等学校 

  浜松市立西部中学校 

  浜松市立平山小学校 

  私立飛龍高等学校 

  磐田市立豊田中学校 

  静岡市立中島中学校 

愛知県 13校 愛知県立東海商業高等学校 

  私立豊橋中央高等学校 

  豊明市立三崎小学校 

  豊橋市立青陵中学校 

  愛知県立知多翔洋高等学校 

  名古屋市立穂波小学校 

  私立名古屋経済大学市邨高等学校 

  私立中部大学第一高等学校 

  私立名古屋経済大学高蔵中学校 

  名古屋市立守山養護学校 

  名古屋市立高木小学校 

  東浦町立藤江小学校 

  西尾市立鶴城中学校 

三重県 8校 伊賀市立島ヶ原中学校 

  伊賀市立玉滝小学校 

  私立高田中高等学校 

  多気町立勢和中学校 

  桑名市立深谷小学校 

  四日市市立三滝中学校 



  志摩市立志摩中学校 

  津市立明合小学校 

滋賀県 4校 彦根市立中央中学校 

  私立近江兄弟社中学校 

  私立立命館守山中学校・高等学校 

  長浜市立東中学校 

京都府 10校 南丹市立園部中学校 

  京都市立西京極中学校 

  京都市立日野小学校 

  京都市立西京高等学校附属中学校 

  南丹市立八木東小学校 

  宇治市立槇島中学校 

  京都市立深草中学校 

  京都市立下鴨中学校 

  私立京都共栄学園中学校 

  宇治市立宇治黄檗学園 

大阪府 17校 泉大津市立旭小学校 

  八尾市立高美小学校 

  私立樟蔭高等学校 

  私立大阪学芸中等教育学校 

  池田市立ほそごう学園 

  私立アサンプション国際小学校 

  豊中市立第十一中学校 

  大阪市立今津小学校 

  八尾市立桂小学校 

  私立金蘭会中学校 

  大阪府立豊中支援学校 

  堺市立日置荘小学校 

  河内長野市立西中学校 



  大阪市立加美中学校 

  寝屋川市立楠根小学校 

  大阪府立松原高等学校 

  私立関西大学中等部・高等部 

兵庫県 8校 丹波市立和田中学校 

  兵庫県立三木北高等学校 

  私立クラーク記念国際高等学校 神戸三宮キャンパス 

  私立賢明女子学院中学校・高等学校 

  新温泉町立温泉小学校 

  私立淳心学院中学校 

  私立報徳学園中学校 

  兵庫県立北須磨高等学校 

奈良県 4校 私立奈良大学附属高等学校 

  奈良県立大宇陀高等学校 

  五條市立北宇智小学校 

  奈良市立飛鳥小学校 

和歌山県 8校 橋本市立あやの台小学校 

  和歌山市立小倉小学校 

  かつらぎ町立大谷小学校 

  海南市立日方小学校 

  橋本市立恋野小学校 

  私立初芝橋本中学校 

  和歌山県立上秋津小学校 

  和歌山市立野崎西小学校 

鳥取県 3校 鳥取市立久松小学校 

  鳥取市立世紀小学校 

  私立米子北斗中学校・高等学校 

島根県 5校 島根県立益田翔陽高等学校 

  島根県立松江農林高等学校 



  島根県立邇摩高等学校 

  出雲市立北陽小学校 

  益田市立吉田小学校 

岡山県 14校 岡山市立南輝小学校 

  私立おかやま山陽高等学校 

  岡山県立西大寺高等学校 

  岡山市立平島小学校 

  岡山市立芳田小学校 

  岡山県井原市立高等学校 

  備前市立片上小学校 

  私立創志学園高等学校 

  私立岡山龍谷高等学校 

  岡山市立平福小学校 

  倉敷市立第五福田小学校 

  岡山県立倉敷古城池高等学校 

  岡山県立興陽高等学校 

  私立朝日塾中等教育学校 

広島県 9校 福山市立精華中学校 

  福山市立東朋中学校 

  広島県立御調高等学校 

  庄原市立東小学校 

  竹原市立賀茂川中学校 

  福山市立山手小学校 

  呉市立倉橋中学校 

  東広島市立吉川小学校 

  

私立広島修道大学ひろしま協創中学校・ 

高等学校 

山口県 6校 下関市立熊野小学校 

  山口県立宇部中央高等学校 



  山口県立周防大島高等学校 

  山口県立高森みどり中学校 

  防府市立佐波中学校 

  私立山口県桜ケ丘高等学校 

徳島県 4校 徳島県立富岡東中学校・高等学校 

  徳島市論田小学校 

  徳島県立城西高等学校 

  阿南市立桑野小学校 

香川県 7校 三豊市立和光中学校 

  高松市立檀紙小学校 

  高松市立亀阜小学校 

  高松市立中央小学校 

  三豊市立上高野小学校 

  高松市立仏生山小学校 

  香川県立観音寺総合高等学校 

愛媛県 3校 新居浜市立惣開小学校 

  松山市立新玉小学校 

  愛媛県立伊予高等学校 

高知県 3校 高知県立高知西高等学校 

  高知県立高知南中学校高等学校 

  四万十町立影野小学校 

福岡県 8校 福岡市立花畑小学校 

  私立第一学院高等学校 博多キャンパス 

  私立杉森高等学校 

  福岡県立久留米高等学校 

  福岡市立東住吉中学校 

  私立福岡雙葉小学校 

  飯塚市立小中一貫校幸袋校 中等部 

  福岡県立武蔵台高等学校 



佐賀県 4校 神埼市立神埼中学校 

  唐津市立箞木小学校 

  佐賀県立唐津南高等学校 

  唐津市立北波多中学校 

長崎県 3校 長崎県立長崎明誠高等学校 

  諌早市立喜々津中学校 

  川棚町立小串小学校 

熊本県 5校 私立熊本国府高等学校 

  熊本県立八代高等学校 

  熊本市立北部中学校 

  熊本県立矢部高等学校 

  南阿蘇村立久木野小学校 

大分県 4校 竹田市立豊岡小学校 

  九重町立ここのえ緑陽中学校 

  私立日本文理大学附属高等学校 

  私立東九州龍谷高等学校 

宮崎県 4校 宮崎市立生目台中学校 

  私立宮崎第一中学校 

  綾町立綾中学校 

  宮崎県立宮崎北高等学校 

鹿児島県 3校 鹿児島県立大島高等学校 

  奄美市立小宿小学校 

  西之表市立種子島中学校 

沖縄県 5校 宜野湾市立真志喜中学校 

  浦添市立前田小学校 

  金武町立中川小学校 

  浦添市立仲西中学校 

  那覇市立松島中学校 

 


