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北海道 北海道教育大学附属釧路中学校
北海道 札幌龍谷学園高等学校
北海道 北海道立湧別高等学校
北海道 津別町立津別小学校　
北海道 北見市立上仁頃小学校
北海道 本別町立勇足中学校
北海道 石狩市立生振小学校
北海道 北海道立上ノ国高等学校
北海道 クラーク記念国際高等学校　札幌大通キャンパス
北海道 第一学院高等学校 札幌キャンパス
北海道 帯広市立啓西小学校
北海道 上士幌町立上士幌中学校
北海道 札幌市立福移小学校
北海道 旭川市立緑が丘小学校
北海道 旭川市立朝日小学校
北海道 北海道常呂高等学校
北海道 中標津町立丸山小学校
青森県 八戸聖ウルスラ学院中学高等学校
青森県 八戸市立白銀中学校
青森県 青森県立八戸北高等学校
青森県 八戸学院光星高等学校
青森県 青森山田中学校
宮城県 宮城県富谷高等学校
宮城県 加美町立中新田中学校
宮城県 白石市立大鷹沢小学校
宮城県 仙台市立台原小学校
秋田県 秋田市立港北小学校
山形県 山形県立東桜学館中学校・高等学校
山形県 遊佐町立遊佐中学校
山形県 高畠町立高畠中学校
山形県 新庄市立沼田小学校
福島県 郡山市立郡山第三中学校
福島県 田村市立大越小学校
福島県 相馬市立大野小学校
福島県 会津若松市立大戸小学校
福島県 福島市立下川崎小学校
福島県 白河市立みさか小学校
福島県 須賀川市立第二小学校
福島県 郡山ザべリオ学園小学校
福島県 郡山市立薫小学校
茨城県 茨城県立つくば工科高等学校
茨城県 智学館中等教育学校
茨城県 大成女子高等学校
茨城県 茨城県立大子清流高等学校
茨城県 茨城県立守谷高等学校
茨城県 江戸川学園取手中・高等学校
茨城県 五霞町立五霞東小学校
茨城県 東洋大学付属牛久中学校・高等学校
茨城県 江戸川学園取手小学校
茨城県 土浦市立土浦第四中学校
茨城県 茨城県立竜ヶ崎第二高等学校
栃木県 佐野日本大学中等教育学校
栃木県 矢板市立東小学校
栃木県 栃木県立さくら清修高等学校
栃木県 宇都宮市立岡本北小学校
栃木県 鹿沼市立西小学校
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栃木県 小山市立旭小学校
群馬県 安中市立安中小学校
群馬県 新島学園中学校・高等学校
群馬県 邑楽町立長柄小学校
群馬県 館林市立第八小学校
群馬県 藤岡市立神流小学校
群馬県 安中市立九十九小学校
埼玉県 筑波大学附属坂戸高等学校
埼玉県 昌平中学・高等学校
埼玉県 浦和実業学園中学校
埼玉県 さいたま市立大宮国際中等教育学校
埼玉県 三芳町立唐沢小学校
埼玉県 川口市立南鳩ヶ谷小学校
埼玉県 国際学院中学校高等学校
埼玉県 加須市立樋遣川小学校
埼玉県 城北埼玉中学高等学校
埼玉県 武蔵野星城高等学校
埼玉県 さいたま市立指扇小学校
埼玉県 さいたま市立大宮八幡中学校
埼玉県 国際高等学院　草加本校
千葉県 木更津市立波岡中学校
千葉県 八千代市立大和田南小学校
千葉県 茂原市立富士見中学校
千葉県 佐倉市立佐倉東小学校
千葉県 千葉市立大宮中学校
千葉県 八千代市立睦小学校
千葉県 市川市立塩浜学園
千葉県 千葉市立幕張東小学校
千葉県 船橋市立薬円台小学校
千葉県 市原中央高等学校
千葉県 千葉県立流山おおたかの森高等学校
千葉県 成田市立公津の杜小学校
千葉県 我孫子市立湖北台東小学校
千葉県 浦安市立高洲中学校
千葉県 館山市立北条小学校
千葉県 鎌ケ谷市立第四中学校
千葉県 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校
千葉県 柏市立大津ケ丘第二小学校
千葉県 千葉市立小中台南小学校
東京都 世田谷区立明正小学校
東京都 東京都立農業高等学校定時制課程
東京都 世田谷区立桜小学校
東京都 成蹊小学校（成蹊学園）
東京都 東京都立杉並総合高校
東京都 成城中・高等学校
東京都 大妻中野中学校・高等学校
東京都 昭島市立東小学校
東京都 明治大学付属中野八王子高等学校
東京都 東京都立八王子北高校
東京都 板橋区立板橋第七小学校
東京都 東京都立八王子拓真高等学校
東京都 多摩市立豊ヶ丘小学校
東京都 立教女学院中学校・高等学校
東京都 東京都立足立高等学校
東京都 豊島区立目白小学校
東京都 潤徳女子高等学校
東京都 江東区立第六砂町小学校
東京都 昭和女子大学附属昭和中学校･昭和高等学校
東京都 晃華学園中学校



東京都 桜丘中学校
東京都 多摩市立落合中学校
東京都 板橋区立志村第三小学校
東京都 東京都立港特別支援学校
東京都 杉並区立杉並第一小学校
東京都 国分寺市立第九小学校
東京都 目黒区立東根小学校
東京都 トキワ松学園中学校高等学校
東京都 葛飾区立中青戸小学校
東京都 東京都立国際高等学校
東京都 北区立赤羽小学校
東京都 文京区立小日向台町小学校
東京都 国分寺市立第十小学校
東京都 東京都立武蔵高等学校
東京都 東京都立荻窪高等学校
東京都 玉川学園高等部
東京都 明星小学校
東京都 大田区立大森第六中学校
東京都 西東京市立東小学校
東京都 葛飾区立中川中学校
東京都 東京都立葛飾商業高等学校
東京都 港区立御成門中学校
東京都 練馬区立石神井南中学校
東京都 東京都立板橋有徳高等学校
東京都 清瀬市立清瀬第六小学校
東京都 郁文館中学校
東京都 町田市立木曽中学校
東京都 武蔵野大学中学校
東京都 練馬区立向山小学校
東京都 目黒区立八雲小学校
東京都 豊島区立西池袋中学校
東京都 世田谷区立烏山北小学校
東京都 足立区立足立小学校
東京都 稲城市立稲城第六中学校
東京都 江戸川区立篠崎小学校
東京都 東京都立第四商業高等学校
東京都 多摩市立東愛宕中学校
東京都 中央区立月島第二小学校
東京都 練馬区立開進第四中学校
東京都 城西大学附属城西中学・高等学校
東京都 豊島区立池袋本町小学校
東京都 練馬区立谷原中学校
東京都 品川区立大井第一小学校
神奈川県 横浜市立東山田中学校
神奈川県 横浜市立鶴ケ峯中学校
神奈川県 川崎市立東生田小学校
神奈川県 川崎市立はるひ野小学校
神奈川県 神奈川県立有馬高等学校
神奈川県 KTCおおぞら高等学院　横浜キャンパス
神奈川県 横浜市立太尾小学校
神奈川県 神奈川県立神奈川総合高等学校
神奈川県 鎌倉市立小坂小学校
神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校
神奈川県 クラーク記念国際高等学校横浜キャンパス
神奈川県 横浜市立樽町中学校
神奈川県 横須賀市立鷹取小学校
神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校
神奈川県 平塚市立旭小学校
神奈川県 神奈川県立横浜桜陽高等学校



神奈川県 横浜市立青葉台中学校
神奈川県 横浜市立大門小学校
神奈川県 横浜市立　神奈川小学校
神奈川県 神奈川県立横浜明朊高等学校
神奈川県 神奈川県立鎌倉高等学校
神奈川県 横浜市立南が丘中学校
神奈川県 三浦市立三崎小学校
神奈川県 神奈川県立小田原高等学校
新潟県 新潟県立正徳館高等学校
新潟県 新潟県立国際情報高等学校
新潟県 三条市立月岡小学校
新潟県 新潟市立内野小学校
新潟県 新発田市立猿橋中学校
富山県 富山国際大学付属高等学校
石川県 金沢高等学校
石川県 金沢市立千坂小学校
石川県 中能登町立中能登中学校
石川県 小松市立芦城小学校
石川県 七尾市立七尾中学校
福井県 坂井市立鳴鹿小学校
福井県 勝山市立勝山南部中学校
福井県 福井市宝永小学校
福井県 勝山市立勝山北部中学校
山梨県 甲府市立南西中学校
長野県 エクセラン高等学校
長野県 上田市立東小学校
長野県 信州大学教育学部附属松本小学校
長野県 千曲市立更埴西中学校
長野県 小諸市立美南ガ丘小学校
長野県 文化学園長野中学・高等学校
長野県 長野市立裾花小学校
長野県 安曇野市立豊科南小学校
岐阜県 大垣市立江並中学校
岐阜県 多治見市立共栄小学校
岐阜県 岐阜県立各務原高等学校
岐阜県 池田町立池田中学校
岐阜県 美濃加茂市立太田小学校
岐阜県 関市立緑ヶ丘中学校
岐阜県 クラーク記念国際高等学校岐阜駅前キャンパス
岐阜県 中京学院大学附属中京高等学校
静岡県 浜松市立蒲小学校
静岡県 KTCおおぞら高等学院　浜松キャンパス
静岡県 富士市立須津中学校
静岡県 浜松市立積志中学校
静岡県 不二聖心女子学院中学校
静岡県 浜松学芸中学校・高等学校
静岡県 富士市立富士南小学校
静岡県 磐田市立竜洋中学校
静岡県 富士市立富士中央小学校
静岡県 浜松市立西部中学校
静岡県 沼津中央高等学校
静岡県 静岡県立富岳館高等学校
静岡県 聖隷クリストファー中学校
静岡県 磐田市立豊田中学校
静岡県 浜松市立江南中学校
静岡県 浜松市立葵が丘小学校
愛知県 豊橋市立青陵中学校
愛知県 豊橋中央高等学校
愛知県 愛知県立みあい特別支援学校



愛知県 愛知県立東海商業高等学校
愛知県 豊橋市立大村小学校
愛知県 豊田市立浄水中学校
愛知県 名古屋市立穂波小学校
愛知県 蟹江町立新蟹江小学校
愛知県 豊田市立前林中学校
愛知県 椙山女学園大学附属小学校
愛知県 愛知教育大学附属高等学校
愛知県 至学館高等学校
愛知県 名古屋市立宮根小学校
愛知県 愛知県立豊田東高等学校
愛知県 中部大学第一高校
愛知県 岡崎市立矢作北小学校
愛知県 名古屋市立守山養護学校
愛知県 愛知県立千種高等学校
愛知県 安城学園高等学校
愛知県 豊田市立益富中学校
三重県 桑名市立深谷小学校
三重県 津市立一志西小学校
三重県 伊賀市立上野東小学校
三重県 志摩市立志摩中学校
滋賀県 立命館守山中学校・高等学校
滋賀県 大津市立志賀小学校
滋賀県 近江八幡市立桐原小学校
滋賀県 大津市立逢坂小学校
滋賀県 長浜市立東中学校
滋賀県 彦根市立中央中学校
京都府 京都市立西京極中学校
京都府 京都市立岩倉北小学校
京都府 京都共栄学園中学校
京都府 京都文教短期大学付属小学校
京都府 京都市立下鴨中学校
京都府 南丹市立園部中学校
京都府 京都市立西京高等学校附属中学校
京都府 宇治市立槇島中学校
京都府 京都市立勧修中学校
京都府 京都市立桃山南小学校
大阪府 金蘭会中学校
大阪府 泉南市立一丘中学校
大阪府 大阪府立豊中支援学校
大阪府 大阪府立松原高等学校
大阪府 大阪学芸中等教育学校
大阪府 大阪市立大国小学校
大阪府 アサンプション国際小学校
大阪府 大阪市立平尾小学校
大阪府 コリア国際学園中等部高等部
大阪府 堺市立日置荘西小学校
大阪府 大阪市立瓜破西中学校
大阪府 関西創価高等学校
大阪府 大阪教育大学附属天王寺小学校
大阪府 プール学院中学校
大阪府 大阪市立高殿小学校
大阪府 枚方市立さだ東小学校
大阪府 八尾市立東山本小学校
大阪府 堺市立大泉中学校
大阪府 大阪市立大宮小学校
大阪府 大阪市立大淀小学校
大阪府 高槻市立大冠小学校
大阪府 大阪市立海老江東小学校



大阪府 大阪市立　豊崎東小学校
大阪府 大阪市立豊里南小学校
大阪府 池田市立五月丘小学校
大阪府 大阪市立鶴見橋中学校
大阪府 松原市立松原中学校
大阪府 高槻市立芝生小学校
大阪府 箕面市立彩都の丘学園彩都の丘小学校・中学校
大阪府 東大阪市立弥刀小学校
大阪府 大阪市立晴明丘小学校
大阪府 高槻中学校・高等学校
大阪府 泉大津市立条東小学校
大阪府 大東市立四条小学校
兵庫県 兵庫県立北須磨高等学校
兵庫県 丹波市立和田中学校
兵庫県 兵庫県立三木北高等学校
兵庫県 兵庫県立御影高等学校
兵庫県 西宮甲英高等学院　通信コース
兵庫県 神戸市立青陽須磨支援学校
兵庫県 報徳学園中学校
兵庫県 神戸市立鹿の子台小学校
兵庫県 伊丹市立昆陽里小学校
兵庫県 淳心学院中学校
兵庫県 百合学院小学校
兵庫県 西宮市立用海小学校
兵庫県 新温泉町立温泉小学校
奈良県 大和郡山市立片桐西小学校
奈良県 五條市立北宇智小学校
奈良県 奈良市立飛鳥小学校
奈良県 大和郡山市立矢田小学校
奈良県 奈良大学附属高等学校
和歌山県 橋本市立恋野小学校
和歌山県 海南市立　日方小学校
和歌山県 紀の川市立丸栖小学校
和歌山県 橋本市立紀見小学校
和歌山県 橋本市立あやの台小学校
和歌山県 初芝橋本中学校
和歌山県 橋本市立隅田小学校
和歌山県 和歌山大学教育学部附属中学校
鳥取県 鳥取大学附属小学校
鳥取県 倉吉市立社小学校
鳥取県 鳥取県立鳥取緑風高等学校
鳥取県 鳥取市立久松小学校
鳥取県 鳥取県立米子南高等学校
鳥取県 鳥取市立世紀小学校
島根県 浜田市立今福小学校
島根県 出雲市立北陽小学校
島根県 島根県立邇摩高等学校
岡山県 岡山県立興陽高等学校
岡山県 創志学園高等学校
岡山県 おかやま山陽高等学校
岡山県 岡山県井原市立高等学校
岡山県 岡山市立芳田小学校
岡山県 備前市立片上小学校
岡山県 岡山市立東疇小学校
岡山県 朝日塾中等教育学校
広島県 武田中学校高等学校
広島県 福山市立駅家西小学校
広島県 広島市立湯来西小学校
広島県 海田町立海田西小学校



広島県 東広島市立吉川小学校
広島県 広島県立戸手高等学校
広島県 広島県立加計高等学校
広島県 福山市立内海小学校
山口県 山口県立宇部中央高等学校
山口県 成進高等学校
山口県 防府市立佐波中学校
山口県 山口県鴻城高等学校
山口県 高水高等学校
山口県 山口県立周防大島高等学校
山口県 下関市立熊野小学校
山口県 山口県立西京高等学校
山口県 山口県立徳山商工高等学校
山口県 宇部市立桃山中学校
山口県 山口県立田布施農工高等学校
山口県 柳井学園高等学校
山口県 山口県立西市高等学校・山口農業西市分校
山口県 山口県立防府西高等学校
山口県 周南市立秋月中学校
山口県 周南市立菊川中学校
山口県 野田学園中学高等学校
山口県 山口県立防府高等学校
山口県 山口県立柳井高等学校
山口県 山口県立高森みどり中学校
山口県 周南市立周陽中学校
山口県 山口市立名田島小学校
山口県 山口市立興進小学校
徳島県 徳島県立富岡東中学校・高等学校
徳島県 藍住町立藍住北小学校
徳島県 美馬市立脇町小学校
徳島県 徳島県立城西高等学校
徳島県 徳島市立論田小学校
徳島県 阿南市立桑野小学校
香川県 香川県立観音寺総合高等学校
香川県 香川県立高松南高等学校
香川県 香川県立香川中部養護学校
香川県 三豊市立和光中学校
香川県 高松市立亀阜小学校
香川県 坂出市立金山小学校
香川県 高松市立仏生山小学校
愛媛県 新居浜工業高等専門学校
愛媛県 松山市立新玉小学校
愛媛県 松山東雲中学・高等学校
愛媛県 新居浜市立惣開小学校
高知県 高知県立高知西高等学校
高知県 高知県立高知南中学校高等学校
福岡県 北九州市立菊陵中学校
福岡県 福岡県立武蔵台高等学校
福岡県 杉森高等学校
福岡県 福岡雙葉中学校
福岡県 北九州市立赤坂小学校
福岡県 大牟田市立宮原中学校
福岡県 リンデンホールスクール　中高部
佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校
佐賀県 唐津市立入野小学校
佐賀県 弘学館中学校・高等学校
佐賀県 佐賀県立鳥栖高等学校
長崎県 長崎県立長崎明誠高等学校
長崎県 長崎日本大学中学・高等学校



長崎県 長崎市立山里中学校
長崎県 長崎県立長崎特別支援学校
長崎県 長崎市立稲佐小学校
長崎県 川棚町立小串小学校
熊本県 尚絅中学・高等学校
熊本県 南阿蘇村立久木野小学校
熊本県 熊本県立矢部高等学校
熊本県 熊本県立第二高等学校
熊本県 熊本市立北部中学校
大分県 日本文理大学附属高等学校
大分県 大分県立中津北高等学校
大分県 竹田市立豊岡小学校
宮崎県 宮崎市立住吉中学校
宮崎県 延岡市立一ケ岡小学校
宮崎県 日向市立日知屋東小学校
宮崎県 宮崎県立延岡高等学校
宮崎県 宮崎県立宮崎大宮高等学校
鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校
鹿児島県 奄美市立小宿小学校
鹿児島県 鳳凰高等学校
鹿児島県 鹿屋市立大姶良小学校
鹿児島県 鹿児島市立八幡小学校
沖縄県 金武町立中川小学校
沖縄県 浦添市立前田小学校
沖縄県 北谷町立北谷中学校


