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」ルーメ心安ーぴっゆ「     部本察警県本熊
鹿児島県警察本部  「県警あんしんメール」

」んくチッャキ・ルーメ心安「     部本察警県崎長
熊本県 　　「大気環境情報メール」

」ルーメ心安市名玉「     市名玉 県本熊
」ルーメ報情しくふの協社名玉「     市名玉 県本熊

」ルーメ心安市池菊「     市池菊 県本熊
」スビーサルーメ報情市鹿山「     市鹿山 県本熊

」ムテスシルーメ災防市草天上「     市草天上 県本熊
熊本県 宇城市  」ルーメ報情市城宇「 
熊本県 益城町  「ましき安心安全メール」
熊本県 南関町教育委員会　「南関町学校安心メールシステム」

熊本県 小国町 「小国町メールシステム」
熊本県 大津町 「からいもくん便り」
熊本県 和水町 「和水町情報メール」
熊本県 菊陽町　「菊陽町総合情報メール」

熊本県 菊陽町　「菊陽町立保育園安心メール」
熊本県 芦北町　「芦北町安心メール」
福岡県 春日市 「春日市総合情報メール」
福岡県 苅田町 「苅田町総合情報メール」

福岡県 行橋市教育委員会　　「行橋市学校安心メールシステム」
福岡県 太宰府市教育委員会　「太宰府市学校安心メールシステム」
福岡県 古賀市教育委員会　　「古賀市教育委員会学校安心メールシステム」

」報情て育子やのか「                  市屋鹿 県島児鹿

」ムテスシルーメ心安市置日「               市置日 県島児鹿
佐賀県 多久市教育委員会　「多久市教育委員会学校安心メールシステム」
佐賀県 太良町教育委員会　「太良町小・中学校メール配信システム」

」しはなふトッネ「            場役村橋舟 県山富

高知県 中土佐町教育委員会　「中土佐町学校安心メール」
徳島県 東みよし町                「東みよし町安心メールシステム」
兵庫県 神河町教育委員会　　「神河町(学校・園)安心メール」
兵庫県 多可町教育委員会　　「多可町(学校・園)安心メール」
山口県 宇部市教育委員会　　「宇部市教育委員会学校安心メールシステム」

警察・自治体関係

学校関係・校区関係

保育園・幼稚園関係
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【 熊 本 県 】
あさぎり町立深田小学校 
あさぎり町立岡原小学校 
あさぎり町立あさぎり中学校
あさぎり町立免田小学校 
あさぎり町立上小学校 
宇城市立河江小学校
宇城市立三角小学校 
宇城市立小川中学校 
宇城市立三角中学校
宇城市立不知火中学校 
宇城市立松橋中学校 
宇土市立宇土小学校
宇土市立宇土東小学校 
宇土市立花園小学校 
宇土市立住吉中学校
宇土市立網津小学校 
宇土市立網田小学校 
宇土市立網田中学校
宇土市立緑川小学校 
宇土市立鶴城中学校 
宇土市立走潟小学校
益城町立益城中学校 
益城町立広安小学校 
益城町立広安西小学校
益城町立津森小学校 
益城町立木山中学校 
益城町立益城中央小学校
益城町立飯野小学校 
嘉島町立嘉島西小学校 
嘉島町立嘉島東小学校
開新高等学校 
菊池市立旭志中学校 
菊池市立菊池南中学校
菊池市立菊池北中学校 
菊池市立菊之池小学校 
菊池市立七城小学校
菊池市立七城中学校 
菊池市立泗水西小学校 
菊池市立泗水中学校
菊池市立泗水東小学校 
菊池市立戸崎小学校 
菊池市立花房小学校
菊池市立旭志小学校 
菊池市立泗水小学校 
菊池市立菊池北小学校
菊池市立隈府小学校 
菊陽町立菊陽西小学校 
菊陽町立菊陽中学校
菊陽町立菊陽南小学校 
菊陽町立菊陽北小学校 
菊陽町立武蔵ヶ丘小学校
菊陽町立武蔵ヶ丘中学校 
菊陽町立武蔵ヶ丘北小学校 
玉東町立玉東中学校
玉東町立山北小学校 
玉東町立木葉小学校 
私立玉名女子高等学校
玉名市立伊倉小学校 
玉名市立玉南中学校 
玉名市立玉名町小学校
玉名市立玉陵中学校 
玉名市立大浜小学校 
玉名市立大野小学校
玉名市立築山小学校 
玉名市立天水中学校 
玉名市立鍋小学校
玉名市立八嘉小学校 
玉名市立睦合小学校 
玉名市立有明中学校
玉名市立小天東小学校 
玉名市立玉名中学校 
玉名市立高道小学校
玉名市立横島小学校 
玉名市立滑石小学校 
玉名市立岱明中学校
玉名市立豊水小学校 
玉名市立玉水小学校 
玉名市立小天小学校
玉名市立玉陵小学校 
熊本県立宇土中学校・宇土高等学校
熊本県立球磨商業高等学校
熊本県立玉名工業高等学校 
熊本県立玉名高等学校 
熊本県立八代東高等学校
熊本県立熊本工業高等学校定時制 
熊本県立熊本工業高等学校 
熊本県立熊本商業高等学校
熊本県立熊本農業高等学校 
熊本県立御船高等学校 
熊本県立済々黌高等学校
熊本県立鹿本高等学校 
熊本県立鹿本商工高等学校 
熊本県立第一高等学校
熊本県立苓洋高等学校
熊本県立湧心館高等学校全日制課程 
熊本県立湧心館高等学校通信制
熊本県立湧心館高等学校定時制 
熊本県立東稜高等学校 
熊本市立必由館高等学校
熊本県立小川工業高等学校 
熊本県立八代工業高等学校 
熊本県立八代工業高等学校定時制
熊本県立八代高等学校・八代中学校 
熊本県立八代農業高等学校 
熊本県立球磨工業高等学校
熊本県立熊本西高等学校 
熊本中央高等学校 
熊本県立菊池農業高等学校
熊本県立天草支援学校 
熊本県立荒尾支援学校 
熊本県立熊本支援学校
熊本県立黒石原支援学校 
熊本県立ひのくに高等支援学校 
熊本県立荒尾高等学校
熊本県立水俣高等学校 
熊本県立小国支援学校 
熊本県立菊池支援学校
熊本県立松橋西支援学校 
熊本県立熊本北高等学校 
熊本県立芦北高等学校
熊本県立菊池高等学校 
熊本大学教育学部付属特別支援学校
熊本県立球磨支援学校
熊本県立阿蘇中央高等学校 
熊本県立南稜高等学校 
熊本県立北稜高等学校
熊本県立甲佐高等学校 
熊本県立盲学校 
熊本県立八代清流高等学校
熊本県立翔陽高等学校 
熊本県立松橋支援学校 
熊本県立矢部高等学校
熊本県立熊本聾学校 
熊本国府高等学校 
熊本県立松橋高等学校
熊本県立第二高等学校 
熊本県立鹿本農業高等学校 
熊本県立小国高等学校
熊本県立熊本高等学校 
熊本県立人吉高等学校 
熊本県立人吉高等学校五木分校
熊本県立熊本はばたき高等支援学校 
熊本県立芦北支援学校 
熊本県立松橋東支援学校
熊本県立天草高等学校倉岳校 
専修大学玉名高等学校 
熊本市城南小学校
熊本市奥古閑校区小学校
熊本市立大江小学校 
熊本市立芳野小学校
熊本市立飽田東小学校
熊本市立飽田南小学校 
熊本市立飽田中学校
熊本市立一新小学校 
熊本市立井芹中学校 
熊本市立下益城城南中学校
熊本市立鹿南中学校 
熊本市立河内小学校 
熊本市立花園小学校
熊本市立花陵中学校 
熊本市立画図小学校 
熊本市立弓削小学校
熊本市立京陵中学校
熊本市立錦ヶ丘中学校 
熊本市立隈庄小学校
熊本市立慶徳小学校 
熊本市立月出小学校 
熊本市立健軍東小学校
熊本市立古町小学校 
熊本市立湖東中学校 
熊本市立五福小学校
熊本市立御幸小学校 
熊本市立江原中学校 
熊本市立江南中学校
熊本市立高橋小学校 
熊本市立高平台小学校 
熊本市立黒髪小学校
熊本市立砂取小学校 
熊本市立桜井小学校 
熊本市立桜山中学校
熊本市立桜木小学校 
熊本市立桜木東小学校 
熊本市立三和中学校
熊本市立山ノ内小学校 
熊本市立若葉小学校 
熊本市立秋津小学校
熊本市立出水小学校 
熊本市立出水中学校 
熊本市立出水南小学校
熊本市立出水南中学校 
熊本市立春竹小学校 
熊本市立春日小学校
熊本市立小島小学校 
熊本市立城山小学校 
熊本市立城西小学校
熊本市立城西中学校 
熊本市立城東小学校 
熊本市立植木小学校
熊本市立植木北中学校 
熊本市立杉上小学校 
熊本市立西原小学校
熊本市立西原中学校 

【 熊 本 県 】
愛泉保育園 
青井学園青井幼稚園 
あおば会 あおば保育園
あさひ保育園
あじさい保育幼稚園 
一宇会 一宇保育園
和水町立神尾保育園 
一実会 りんどう保育園 
出仲間保育園
王栄幼稚園 
大津町立大津保育園 
大津町立大津幼稚園
大津町立陣内幼稚園 
桜露学園小鳩幼稚園 
小川福祉会 海東保育園
小川福祉会 河江保育園 
小国町立宮原保育園 
小国町立北里保育園
小国町立下城保育園 
小国町立蓬莱保育園 
温心会 宇土っこ保育園
帯山幼稚園 
画図保育園 

開新学園ながみね保育園
開田学園 みやじま幼稚園 
学校法人浄国学園高平幼稚園 
嘉島保育園
風の子保育園 
川岳福祉会 川岳保育園 
菊池ひかり保育園
貴心会 美心幼愛園 
ぎんなん学園 大窪幼稚園 
熊本市幼稚園・保育園
熊本キリスト教学園　
荒尾めぐみ幼稚園 
熊本信愛女学院幼稚園 
熊本聖母愛児幼稚園
熊本大学教育学部附属幼稚園 
敬愛福祉会 敬愛保育園 
甲佐保育園
功徳林会 国照寺保育園 
さかえ福祉会 栄保育園 
佐土原福祉会 第二エンゼル保育園
三和福祉会帯山保育園 
紫水会 黒髪幼愛園 
七城園山鹿東保育園
清泉保育園 

照光福祉会 ゆかり乳児保育園 
勝専坊学園 ひかわ保育園
勝専坊学園 ひかわ幼稚園 
城南慈光会 城南慈光保育園 
浄法たから保育園
白川保育園 
白川幼稚園 
しらぬい会　しらぬい保育園
真愛福祉会 愛保育園 
仁愛幼育園 
水前寺保育園
杉森学園 認定こども園 
府本幼稚園 
星愛福祉会 愛の星保育園 
星愛福祉会 星の子保育園
清育会城南ふたば保育園 
翠杉会 杉の実保育園 
すみれ福祉会すみれ保育園
大光保育園 
谷山善き牧者幼稚園 
菊陽町立保育所なかよし園
菊陽町立保育所さくら園 
菊陽町立保育所白菊園 
菊陽町立白鈴園

菊陽町立保育所みどり園 
菊陽町立武蔵ヶ丘第二保育園 
九州音樂学園九州音楽幼稚園
黒髪乳児保育園 
江南福祉会 海士江保育園 
第二よろこび保育園 岱明学園
岱明幼稚園 
岱明憲章会 鍋保育園 
高田東部保育園
託麻小山保育園
竹迫みのり保育園 
たまきな幼稚園
玉名ルーテル幼稚園 
田迎こども園 
築添福祉会 パール保育園
玉里善き牧者幼稚園 
智育会 堅志田保育園 
月乃輪保育園
豊川福祉会 豊川保育園 
南風福祉会 西合志南保育園 
西合志中央保育園
西原村立にしはら保育園 
認定こども園あけぼの幼稚園 
認定こども園エンゼル保育園

認定こども園神水幼稚園 
認定こども園中原保育園 
認定こども園 文化幼児園
認定こども園めぐみ幼稚園
認定こども園ルーテル学院幼稚園 
野原保育園
白日会たんぽぽ保育園 
春富保育園 
ひかり保育園
氷川町立常葉保育所 
ひむき保育園 
豊徳会 若草保育園
益城町立益城幼稚園 
益城町立第二幼稚園 
益城町立第一保育所
益城町立第二保育所 
益城町立第三保育所 
益城町立第四保育所
益城町立第五保育所 
三玉福祉会 三玉保育園 
緑ヶ丘保育園
緑川保育園 
明光福祉会 おこば保育園 
友愛会保育園

肥後っこ保育園 
不二学園こうしおんがく保育園 
本井手みのり保育園
本願寺学園 人吉中央幼稚園 
松風会 明星保育園
八代市立千丁みどり保育園
八代市立鏡保育園 
八代市立太田郷ひびき保育園 
八代市立金剛みどり保育園
八代市立高田あけぼの保育園 
八代市立宮地さくら保育園 
八代市立河俣保育園
八代市立下岳保育園 
八代市立白島ぎんが保育園 
八代市立鏡第二保育園
八代市立郡築しおかぜ保育園 
八代北部福祉会 わらび保育園 
山鹿中央保育園
山清福祉会 五丁こども園 
弥次福祉会ひので保育園 
裕輝会 はなぞの保育園
幼光保育園 
幼保連携型認定こども園 やまなみ 
吉野福祉会　吉野保育園

緑風会 玉名くすのき保育園 
緑風会 ぬかみね保育園 
わかあゆ保育園
わかくさ幼稚園 
和晃福祉会 和晃保育園 
社会福祉法人ルンビニ保育園
かもと乳児保育園 
鳳鳴会　鳳鳴保育園 
おおとりの丘認定こども園
玉名市立玉名第一保育所 
玉名市立伊倉保育所 
玉名市立豊水保育所
玉名市立高道保育所 
真隆会 乙女保育園 
九州音楽学園 九州音楽京塚幼稚園
敬愛福祉会 大野保育園 
福郷会げんき保育園 
よつば福祉会よつば保育園
認定こども園霊泉幼稚園 
松陰会 妙音寺幼楽園
【 福 岡 県 】
あおぞら保育園 
怡土中央台保育園 
怡土中央台保育園

飯塚保育園 
NPO法人ちいさいおうち共同保育園 
小郡カトリック幼稚園
カトリック 光丘幼稚園 
金子学園成田山幼稚園 
近畿大学九州短期大学附属幼稚園
久留米信愛女学院幼稚園
小石幼稚園 
さくらんぼ第二保育園
正法寺 ルンビニー幼稚園 
私立福岡海星女子学院マリア幼稚園 
百華学園認定こども園精華幼稚園 
第一明泉寺幼稚園 
第二明泉寺幼稚園 
田川カトリック幼稚園
筑紫野中央幼稚園 
筑紫野幼稚園 
ときわ幼稚園
鳥井学園 明泉寺幼稚園 
西浦会 西浦保育園 
西新カトリック幼稚園
認定こども園つぼみ 
埴生学園はぶ幼稚園 
広川幼稚園

附属苅田幼稚園 
福岡教育大学附属幼稚園 
福岡市立千代保育所
福岡市立那珂保育所 
福岡市立姪浜保育所 
福岡女子短期大学附属
野方幼稚園 
二日市カトリック幼稚園法剣
学園　椎田めぐみ幼稚園
優和会 やまのみ松崎保育園 
優和会 やまのみ保育園 
米福会加布里保育園
つぼみ保育園 
さわらび保育園 
新宮つぼみ保育園
ふじ福祉会　聖徳保育園 
つぼみ会　安武保育園 
久保保育園
福岡市立田隈保育所 
福岡市立香椎保育所 
福岡市立南庄保育所
鳥飼保育園 
行橋カトリック幼稚園 
穂積会　ほづみこども園

筑前町立美和みどり保育所 
糸島学園 笹山幼稚園 
若竹保育園
箱崎学園 箱崎幼稚園 
筑後市立筑後保育所 
栄法会 れんげ心の花保育園
栄法会 れんげの花保育園 
栄法会 れんげプチフルール保育園 
久山町立けやきの森幼稚園
愛生学園愛生幼稚園 
朝倉市立黄金川保育所 
朝倉市立久喜宮保育所
朝倉市立福田保育所 
朝倉市立志和保育所 
朝倉市立杷木保育所
朝倉市立蜷城保育所 
朝倉市立秋月保育所 
朝倉市立安川保育所
朝倉市立三奈木保育所 
ふじ福祉会 ふじ保育園 
報恩会 報恩保育園
【 鹿 児 島 県 】
岡野会 藺牟田保育所 
岡野会 りぼん保育園 

鹿児島敬愛学園聖亜幼稚園
鹿児島みなみ保育園 
希望ヶ丘福祉会 希望ヶ丘保育園 
木原学園 さつき幼稚園
晃玄寺学園 薫光幼稚園 
薩摩川内市立城上幼稚園 
薩摩川内市立中津幼稚園
浄念地福祉会 川尻保育園 
善福寺保育園 
白菊保育園
白菊保育園　よしの杜 
高千穂幼稚園 
谷山幼稚園
寺師学園 鹿屋幼稚園 
認定こども園 啓明幼稚園・保育園 
はなぶさ保育園
福平会 福平保育園 
野元学園　喜入幼稚園 
緑が丘福祉会　緑が丘保育園
ユズリ葉の杜保育園 
ユズリ葉の杜保育園 
上荒田恵光福祉会
若竹福祉会 わかたけ保育園 
ひまわり福祉会 南谷山保育園 

ひまわり会 清水丘保育園
くりのみ福祉会 
加世田実業学園
【 宮 崎 県 】
天ヶ城保育園
公成福祉会 東高岡保育所 
広洋会 みのり保育園
認定こども園 やまげほいくえん 
伊万里福祉会 立波多津保育園 
大谷朋こども園
慈光福祉会 飯野保育園 
慈光福祉会 和光保育園 
吉野福祉会　あおき保育園
【 長 崎 県 】
長崎南山こども園 
認定こども園 九州文化学園幼稚園 
認定こども園 昊天宮保育園
三川内保育園 
学校法人 みのりが丘学園 あゆみ保育園 
純心聖母会純心保育園
吉井にじいろこども園 
通津会　あやめ保育園 
まつなみ福祉会うつみ乳児保育園

【 佐 賀 県 】
嬉野幼稚園 
伊万里福祉会 みなみ保育園 
伊万里福祉会 立大川内保育園
【 大 分 県 】
（学）フレーベル学園 三芳幼稚園 
幼保連携型認定こども園どうわこども園 
大在福祉会 大在こども園
【 沖 縄 県 】
北谷町立北谷幼稚園 
北谷町立北玉幼稚園
【 北 海 道 】
あいの里せせらぎ保育園学校
法人北海道キリスト教学園岩内幼稚園 
風の子会 風の子保育園
伊達育英学園 京王幼稚園 
中標津町立計根別学園 
もいわ光華保育園
札幌保育園　さっぽろこども園 
太平福祉会太平保育園 
太平福祉会 あいの里保育園
ななえ福祉会みどり保育園 
ななえ福祉会藤城保育園 
ななえ福祉会大沼保育園

函館市松陰保育園 
函館高砂保育園 
函館桔梗保育園
認定こども園 龍谷幼稚園 
高田学園 高田幼稚園 
認定こども園 倶知安めぐみ幼稚園
小樽中央幼稚園 
北海道キリスト教学園リタ幼稚園 
つくし保育園
浜中町立保育所
【 岩 手 県 】
若葉福祉会みどりが丘保育園
【 山 形 県 】
酒田保育協会 若宮保育園 
黒森保育園
新堀保育園
宮野浦保育園 
認定こども園 広野保育園 
酒田保育協会 浜中保育園
【 宮 城 県 】
雲山寺 はなぶさ幼稚園 
スクルドエンジェル保育園仙台駅東口園

【 福 島 県 】
いわき市立汐見が丘幼稚園 
いわき市立磐崎幼稚園 
たちばな西幼稚園
福島市立清水幼稚園 
塙町立塙保育園
【 東 京 都 】
北赤羽せせらぎ保育園 
宗教法人成就寺 逆井保育園 
五反田せせらぎ保育園
千束若竹学園 若竹幼稚園 
立川富士見学園めぐみ幼稚園 
東京都認証保育所 こっこる
優和会 やまのみ池袋保育
【 埼 玉 県 】
株式会社アイサニーひだまりの保育園
【 千 葉 県 】
一宮町立いちのみや保育所 

楡の木会 とばり保育園
【 茨 城 県 】
金上保育園 
柳沢保育園

【 神 奈 川 県 】
くらき永田保育園 
戸塚せせらぎ保育園 
もあなキッズ自然楽校
【 新 潟 県 】
すみれ会認定こども園あやめ保育園
みどり保育園
【 富 山 県 】
相幸福祉会 まつわか保育園 
相幸福祉会　あおぞら保育園 
相幸福祉会 かがやき保育園
【 福 井 県 】
社中央第一こども園
社中央第二こども園
【 愛 知 県 】
望が丘せせらぎ保育園
【 静 岡 県 】
瑞光学園　河輪幼稚園
【 大 阪 府 】
大阪信愛女学院幼稚園 
大阪信愛保育園 
松原ひかり幼稚園
【 兵 庫 県 】
あゆみ保育園 

神崎保育園 
神河町立寺前幼稚園
加茂福祉会　加茂こども園 
キッズランドやちよ 
キッズランドかみ
深江けやきの木小規模保育園 
いちかわ東こども園 
いちかわ西こども園
宝塚さざんか福祉会
【 京 都 府 】
学校法人善導学園 平川幼稚園 
ナーサリーホーム　キャビック
【 滋 賀 県 】
米原市立いぶき認定こども園 
米原市立おうみ認定こども園 
米原市立かなん認定こども園
米原市立山東幼稚園 
米原市立まいばら認定こども園 
マミィーズチルドレン
葉山東学童保育所
【 和 歌 山 県 】
海南市立加茂川幼稚園 
海南市立下津幼稚園

【 鳥 取 県 】
米子西部学園 西部あおば幼稚園
【広島県】
慈光幼稚園
【 山 口 県 】
学校法人藤河幼稚園 
下関短期大学付属第二幼稚園 
西浦保育園
山口ココモ保育園・中央ココモ保育園 
東割保育園
【 徳 島 県 】
みかも保育所 
みのだ保育園 
みのり乳児園

熊本市立西山中学校 
熊本市立西里小学校
熊本市立碩台小学校 
熊本市立川口小学校 
熊本市立川上小学校
熊本市立龍田中学校 
熊本市立川尻小学校
熊本市立泉ヶ丘小学校
熊本市立銭塘小学校 
熊本市立帯山西小学校 
熊本市立託麻原小学校
熊本市立託麻西小学校 
熊本市立託麻中学校 
熊本市立託麻東小学校
熊本市立託麻南小学校 
熊本市立託麻北小学校 
熊本市立池上小学校
熊本市立池田小学校 
熊本市立中島小学校 
熊本市立中緑小学校
熊本市立長嶺小学校 
熊本市立長嶺中学校 
熊本市立天明中学校
熊本市立田迎小学校 
熊本市立田迎西小学校 
熊本市立田迎南小学校
熊本市立田原小学校 
熊本市立田底小学校 
熊本市立東町小学校
熊本市立東町中学校 
熊本市立東部中学校 
熊本市立東野中学校
熊本市立藤園中学校 
熊本市立楠小学校 
熊本市立楠中学校
熊本市立日吉小学校 
熊本市立日吉中学校 
熊本市立日吉東小学校
熊本市立白山小学校 
熊本市立白坪小学校 
熊本市立白川中学校
熊本市立尾ノ上小学校 
熊本市立菱形小学校 
熊本市立武蔵小学校
熊本市立武蔵中学校 
熊本市立豊田小学校 
熊本市立飽田西小学校
熊本市立北部中学校 
熊本市立北部東小学校 
熊本市立麻生田小学校
熊本市立龍田小学校 
熊本市立壺川小学校 
熊本市立楡木小学校
熊本市立力合小学校 
熊本市立力合中学校 
熊本市立力合西小学校
熊本市立清水中学校 
熊本市立城北小学校 
熊本市立二岡中学校
熊本市立吉松小学校 
熊本市立向山小学校 
熊本市立桜木中学校
熊本市立本荘小学校 
熊本市立五霊中学校 
熊本市立千原台高等学校
熊本市立帯山小学校 
熊本市立城南中学校 
熊本市立芳野中学校
熊本市立龍田西小学校 
熊本市立帯山中学校 
熊本市立総合ビジネス専門学校
熊本市立竜南中学校 
熊本市立平成さくら支援学校 
熊本市立白川小学校
熊本市立健軍小学校 
熊本市立富合小学校 
熊本市立富合中学校
熊本信愛女学院中学校高等学校 
熊本大学教育学部付属中学校 
熊本大学教育学部附属小学校
菊池女子高等学校 
秀岳館高等学校 
尚絅学園尚絅中学校
尚絅学園尚絅高等学校 
真和中学･高等学校 
文徳中学高等学校
慶誠高等学校
城北高等学校 
球磨村立一勝地小学校
球磨村立渡小学校 
球磨村立球磨中学校 
御船町立御船小学校
御船町立御船中学校
御船町立高木小学校 
御船町立七滝中央小学校
御船町立小坂小学校 
御船町立滝尾小学校 
甲佐町立乙女小学校 
甲佐町立甲佐小学校 
甲佐町立甲佐中学校
甲佐町立白旗小学校
甲佐町立龍野小学校 
荒尾市立荒尾第一小学校
荒尾市立荒尾第四中学校 
荒尾市立桜山小学校 
荒尾立清里小学校
荒尾市立央小学校 
荒尾市立八幡小学校 
荒尾市立平井小学校
荒尾市立万田小学校 
荒尾市立有明小学校 
荒尾市立緑ヶ丘小学校
荒尾市立府本小学校 
荒尾市立荒尾海陽中学校 
荒尾市立荒尾第三中学校
高森町立高森中央小学校 
高森町立高森中学校 
高森町立高森東小学校
合志市立合志南小学校 
合志市立西合志中央小学校
合志市立西合志中学校
合志市立西合志東小学校 
合志市立西合志南小学校 
合志市立西合志南中学校
合志市立南ヶ丘小学校
合志市立合志中学校 
合志市立合志小学校
合志市立西合志第一小学校 
山鹿市立稲田小学校 
山鹿市立三玉小学校
山鹿市立山鹿小学校 
山鹿市立山鹿中学校 
山鹿市立鹿北小学校
山鹿市立大道小学校 
山鹿市立平小城小学校 
山鹿市立中富小学校
山鹿市立米野岳中学校 
山鹿市立菊鹿中学校 
山鹿市立山内小学校
山鹿市立三岳小学校 
山鹿市立鹿北中学校 
山鹿市立八幡小学校
山鹿市立鹿本中学校 
山鹿市立菊鹿小学校 
山鹿市立来民小学校
山鹿市立めのだけ小学校 
山都町立蘇陽小学校 
山都町立蘇陽中学校
山都町立清和中学校 
山都町立蘇陽南小学校 
山都町立潤徳小学校
山都町立矢部小学校 
山都町立清和小学校 
山都町立矢部中学校
山都町立中島小学校
産山村立産山小学校・産山中学校 
小国町立小国小学校
小国町立小国中学校 
上天草市立阿村小学校 
上天草市立維和小・中学校
上天草市立松島中学校 
上天草市立大矢野中学校 
上天草市立登立小学校
上天草市立姫戸小学校 
上天草市立姫戸中学校 
上天草市立龍ヶ岳中学校
上天草市立龍ヶ岳小学校 
上天草市立阿村中学校 
上天草市立上小学校
上天草市立今津小学校 
上天草市立中南小学校 
上天草市立中北小学校
上天草市立教良木小学校 
上天草市立湯島小学校 
上天草市立湯島小中学校
西原村立河原小学校 
西原村立山西小学校 
西原村立西原中学校
相良村立相良南小学校 
相良村立相良北小学校 
多良木町立多良木中学校
多良木町立黒肥地小学校 
大津町立護川小学校
大津町立室小学校
大津町立大津小学校 
大津町立大津南小学校 
大津町立大津北小学校
大津町立大津北中学校 
大津町立美咲野小学校 
大津町立大津東小学校
大津町立大津中学校 
長洲町立腹赤小学校 
長洲町立腹栄中学校
長洲町立長洲中学校 
長洲町立長洲小学校 
長洲町立清里小学校
長洲町立六栄小学校 
天草市立牛深小学校 
天草市立牛深東中学校
南阿蘇村立久木野小学校 
南阿蘇村立中松小学校 
南阿蘇村立南阿蘇西小学校
南阿蘇村立白水小学校 

南阿蘇村立両併小学校 
南阿蘇村立南阿蘇中学校
南関町立南関第一小学校 
南関町立南関第三小学校 
南関町立南関第四小学校
南関町立南関第二小学校 
南関町立南関中学校
南小国町立りんどうヶ丘小学校
南小国町立市原小学校
人吉市立人吉西小学校ＰＴＡ 
人吉市立中原小学校
人吉市立第二中学校 
人吉市立東間小学校 
人吉市立第三中学校
八代市立金剛小学校 
八代立松高小学校 
八代市立植柳小学校
八代市立太田郷小学校 
八代市立第一中学校 
八代市立第三中学校
八代市立第四中学校 
八代市立第六中学校 
八代市立八代小学校
八代市立八竜小学校 
八代市立龍峯小学校 
八代市立東陽小学校
八代市立高田小学校 
八代市立第二中学校 
八代市立坂本中学校
八代市立代陽小学校 
八代市立日奈久小学校 
八代市立泉小中学校
八代市立千丁小学校 
八代市立八代支援学校 
八代市立第七中学校
八代市立麦島小学校 
八代農業高等学校泉分校 
八代白百合学園高等学校
美里町立中央小学校 
水上村立水上中学校 
水上村立岩野小学校
美里町立砥用小学校 
美里町立励徳小学校 
美里町立中央中学校
美里町立砥用中学校 
錦町立一武小学校 
氷川町立氷川中学校
氷川町立竜北西部小学校 
氷川町立竜北東小学校 
氷川町立竜北中学校
ルーテル学院中学高等学校 
苓北町立坂瀬川小学校 
苓北町立志岐小学校
苓北町立都呂々小学校 
苓北町立富岡小学校 
苓北町立苓北中学校
和水町立菊水東小学校 
和水町立菊水西小学校 
和水町立菊水南小学校
和水町立三加和小学校 
和水町立菊水中学校 
和水町立三加和中学校
和水町立菊水中央小学校
【 福 岡 県 】
赤村立赤中学校 
うきは市立吉井小学校
うきは市立吉井中学校
うきは市立御幸小学校 
うきは市立山春小学校 
うきは市立千年小学校
うきは市立浮羽中学校 
うきは市立福富小学校 
うきは市立大石小学校
うきは市立小塩小学校
芦屋町立芦屋小学校 
芦屋町立芦屋東小学校
芦屋町立山鹿小学校 
芦屋町立芦屋中学校 
宇美町立井野小学校
宇美町立宇美小学校 
宇美町立宇美東小学校 
宇美町立宇美東中学校
宇美町立宇美南中学校 
宇美町立原田小学校 
宇美町立桜原小学校
宇美町立宇美中学校
遠賀町立広渡小学校 
遠賀町立浅木小学校
遠賀町立島門小学校 
遠賀町立遠賀中学校 
遠賀町立遠賀南中学校
岡垣町立岡垣東中学校 
岡垣町立山田小学校 
岡垣町立戸切小学校
岡垣町立吉木小学校 
岡垣町立海老津小学校 
岡垣町立内浦小学校
志免町立志免中学校 
大任町立大任中学校 
大任町立今任小学校
大任町立大任小学校 
苅田町立苅田小学校 
苅田町立苅田中学校
苅田町立新津中学校 
苅田町立白川小学校 
苅田町立片島小学校
苅田町立与原小学校 
苅田町立南原小学校 
苅田町立馬場小学校
吉富町立吉富小学校 
久山町立久原小学校 
久山町立久山中学校
久山町立山田小学校 
吉富中学校
久留米市立安武小学校
久留米市立金丸小学校 
久留米市立金島小学校 
久留米市立櫛原中学校
久留米市立犬塚小学校 
久留米市立江上小学校 
久留米市立江南中学校
久留米市立荒木小学校 
久留米市立高牟礼中学校 
久留米市立高良内小学校
久留米市立合川小学校 
久留米市立三潴小学校 
久留米市立山川小学校
久留米市立山本小学校 
久留米市立篠山小学校 
久留米市立柴刈小学校
久留米市立小森野小学校 
久留米市立上津小学校 
久留米市立城島小学校
久留米市立城島中学校 
久留米市立城南中学校 
久留米市立水縄小学校
久留米市立水分小学校 
久留米市立西国分小学校 
久留米市立西牟田小学校
久留米市立青峰小学校 
久留米市立青木小学校 
久留米市立青陵中学校
久留米市立船越小学校 
久留米市立善導寺小学校 
久留米市立草野小学校
久留米市立荘島小学校 
久留米市立大橋小学校 
久留米市立大城小学校
久留米市立大善寺小学校 
久留米市立竹野小学校 
久留米市立長門石小学校
久留米市立鳥飼小学校 
久留米市立津福小学校 
久留米市立田主丸小学校
久留米市立田主丸中学校 
久留米市立東国分小学校 
久留米市立南薫小学校
久留米市立南小学校 
久留米市立日吉小学校 
久留米市立北野小学校
久留米市立北野中学校 
久留米市立牟田山中学校 
久留米市立明星中学校
久留米市立良山中学校 
久留米市立屏水中学校 
久留米市立三潴中学校
久留米市立京町小学校
久留米信愛女学院中学校・高等学校 
久留米大学附設中学校・高等学校
久留米市立弓削小学校 
久留米市立浮島小学校 
久留米市立筑邦西中学校
久留米市立荒木中学校
久留米市立諏訪中学校 
久留米市立下田小学校
久留米市立宮ノ陣中学校 
久留米市立宮ノ陣小学校 
久留米市立川会小学校
行橋市立延永小学校 
行橋市立行橋小学校 
行橋市立行橋南小学校
行橋市立行橋北小学校 
行橋市立今元小学校 
行橋市立今川小学校
行橋市立泉小学校 
行橋市立仲津小学校 
行橋市立椿市小学校
行橋市立泉中学校 
行橋市立稗田小学校 
行橋市立蓑島小学校
行橋市立中京中学校 
香春町立勾金小学校 
香春町立香春小学校
香春町立香春中学校 
香春町立採銅所小学校 
香春町立中津原小学校
香春町立勾金中学校 
糸島市立一貴山小学校 
糸島市立引津小学校
糸島市立加布里小学校 
糸島市立可也小学校 
糸島市立桜野小学校
糸島市立志摩中学校 

糸島市立深江小学校 
糸島市立前原小学校
糸島市立前原西中学校 
糸島市立前原中学校 
糸島市立前原東中学校
糸島市立前原南小学校 
糸島市立長糸小学校
糸島市立東風小学校
糸島市立南風小学校 
糸島市立二丈中学校 
糸島市立波多江小学校
糸島市立福吉小学校 
糸島市立福吉中学校 
糸島市立雷山小学校
糸島市立怡土小学校 
春日市立春日原小学校 
春日市立春日小学校
春日市立春日西小学校 
春日市立春日西中学校 
春日市立春日中学校
春日市立春日東小学校
春日市立春日東中学校 
春日市立春日南小学校
春日市立春日南中学校 
春日市立春日北小学校 
春日市立春日北中学校
春日市立春日野小学校 
春日市立須玖小学校
春日市立大谷小学校
春日市立日の出小学校 
春日市立白水小学校 
小郡市立小郡小学校
小郡市立味坂小学校 
小郡市立立石小学校 
小郡市立小郡中学校
小郡市立のぞみが丘小学校 
小郡市立宝城中学校 
小郡市立三国小学校
小郡市立立石中学校 
小郡市立大原小学校
小郡市立東野小学校
小郡市立御原小学校 
小郡市立三国中学校 
小郡市立大原中学校
須恵町立須恵第一小学校 
須恵町立須恵第二小学校 
須恵町立須恵第三小学校
須恵町立須恵中学校 
須恵町立須恵東中学校 
水巻町立伊左座小学校
水巻町立えぶり小学校 
水巻町立頃末小学校 
水巻町立吉田小学校
水巻町立猪熊小学校 
川崎町立真崎小学校 
川崎町立鷹峰中学校
川崎町立池尻中学校 
川崎町立川崎東小学校 
川崎町立川崎中学校
川崎町立川崎小学校 
太宰府市立学業院中学校 
太宰府市立国分小学校
太宰府市立水城小学校 
太宰府市立水城西小学校 
太宰府市立太宰府小学校
太宰府市立太宰府西小学校 
太宰府市立太宰府西中学校 
太宰府市立太宰府中学校
太宰府市立太宰府東小学校 
太宰府市立太宰府東中学校 
太宰府市立太宰府南小学校
大川市立川口小学校 
大川市立大川小学校 
大川市立大川東中学校
大川市立田口小学校 
大川市立道海島小学校 
大川市立宮前小学校
大川市立大野島小学校 
大川市立木室小学校 
大川市立大川南中学校
大川市立三又小学校 
大川市立大川中学校 
大刀洗町立大刀洗中学校
大川市立三又中学校 
大刀洗町立本郷小学校 
大刀洗町立菊池小学校
大刀洗町立大堰小学校 
大刀洗町立大刀洗小学校 
大木町立大莞小学校
大木町立大溝小学校 
大木町立大木中学校 
大野城市立下大利小学校
大野城市立月の浦小学校 
大野城市立御笠の森小学校 
大野城市立大城小学校
大野城市立大野小学校 
大野城市立大野中学校 
大野城市立大野東小学校
大野城市立大野東中学校 
大野城市立大野南小学校 
大野城立大野北小学校
大野城市立大利小学校 
大野城市立大利中学校 
大野城市立平野小学校
大野城市立平野中学校 
築上町立下城井小学校 
築上町立築城小学校
築上町立椎田小学校 
築上町立椎田中学校 
築上町立築城中学校
築上町立西角田小学校 
築上町立八津田小学校 
築上町立葛城小学校
筑後市立古川小学校 
筑後市立古島小学校 
筑後市立筑後小学校
筑後市立二川小学校 
筑後市立筑後北小学校 
筑後市立水田小学校
筑後市立筑後中学校 
筑後市立水洗小学校 
筑後市立下妻小学校
筑後市立松原小学校 
筑後市立筑後北中学校
筑後市立羽犬塚中学校
筑紫野市立阿志岐小学校 
筑紫野市立原田小学校 
筑紫野市立山家小学校
筑紫野市立山口小学校 
筑紫野市立筑山中学校 
筑紫野市立筑紫小学校
筑紫野市立筑紫東小学校 
筑紫野市立筑紫野中学校 
筑紫野市立筑紫野南中学校
筑紫野市立天拝小学校 
筑紫野市立天拝中学校 
筑紫野市立二日市小学校
筑紫野市立二日市中学校 
筑紫野市立二日市東小学校 
筑紫野市立二日市北小学校
筑前町立三並小学校 
筑前町立三輪小学校 
筑前町立三輪中学校
筑前町立中牟田小学校 
筑前町立東小田小学校 
筑前町立夜須中学校
中間市立中間小学校 
中間市立中間中学校 
中間市立中間東中学校
中間市立中間南小学校 
中間市立中間南中学校
中間市立中間小学校 
中間市立中間中学校 
中間市立中間東中学校
中間市立中間南小学校 
中間市立中間南中学校
朝倉市立三奈木小学校 
精華女子高等学校 
誠修高等学校
田川市立金川小学校 
田川市立弓削田小学校 
田川市立後藤寺小学校
田川市立後藤寺中学校
田川市立大浦小学校 
田川市立大藪小学校
田川市立鎮西中学校 
田川市立田川小学校 
田川市立弓削田中学校
田川市立金川中学校 
田川市立中央中学校 
東峰村立東峰学園
那珂川市立安徳小学校 
那珂川町立安徳北小学校 
那珂川町立安徳南小学校
那珂川町立岩戸小学校 
那珂川町立岩戸北小学校 
那珂川町立那珂川中学校
那珂川町立那珂川南中学校 
那珂川町立那珂川北中学校 
那珂川町立南畑小学校
那珂川町立片縄小学校 
学校法人八女学院 
八女市立岡山小学校
八女市立黒木小学校 
八女市立黒木西小学校 
八女市立上陽北ぜい学園
八女市立星野小学校 
八女市立西中学校
八女市立筑南小学校
八女市立長峰小学校 
八女市立矢部小学校 
八女市立矢部中学校
八女市立立花小学校 
八女市立立花中学校 
八女市立福島小学校
八女市立福島中学校 
八女市立南中学校 
八女市立上妻小学校
八女市立見崎中学校 
八女市立黒木中学校
八女市立星野中学校
八女市立三河小学校 
八女市立筑南中学校 

八女市立川崎小学校
八女市立忠見小学校 
八女市立八幡小学校
福岡教育大学附属久留米小学校
福岡教育大学附属久留米小学校 
福岡教育大学附属久留米中学校 
福岡県公立古賀竟成館高等学校
福岡県立ありあけ新世高等学校 
福岡県立ありあけ新世高等学校（定時制）
福岡教育大学附属小倉中学校
福岡県立小倉西高等学校 
福岡県立久留米特別支援学校
福岡県立三池工業高等学校（全日制）
福岡県立三池工業高等学校（定時制） 
福岡県立戸畑高等学校
福岡県立戸畑工業高等学校
福岡県立八女高等学校
福岡県立久留米聴覚特別支援学校 
福岡県立若松商業高等学校
福岡県立早良高等学校
福岡県立福岡工業高等学校 
福岡県立太宰府高等学校
福岡県立福岡工業高等学校定時制
福岡県立特別支援学校北九州高等学園
福岡県立福岡高等聴覚特別支援学校
福岡県立福岡聴覚特別支援学校 
福岡県立筑紫中央高等学校
福岡県立浮羽工業高等学校（全日制）
福岡県立特別支援学校福岡高等学園 
福岡県立筑後特別支援学校 
福岡県立小倉高等学校
福岡県立福島高等学校 
福岡県立八女工業高等学校 
福岡県立明善高等学校
福岡県立八女農業高等学校 
福岡県立八幡高等学校 
福岡県立太宰府特別支援学校
福岡県立山門高等学校 
福岡県立柏陵高等学校
福岡県立博多青松高等学校通信制
福岡県立小倉南高等学校 
福岡県立福岡特別支援学校 
福岡県立福岡魁誠高等学校
福岡県立八幡南高等学校 
福岡県立嘉穂特別支援学校 
福岡県立川崎特別支援学校
福岡県立小郡特別支援学校 
福岡県立三井高等学校
福岡県立北九州視覚特別支援学校
福岡県立香椎工業高等学校
福岡県立宗像中学校・宗像高等学校
福岡県立田主丸特別支援学校
福岡県立朝倉光陽高等学校
福岡県立大川樟風高等学校定時制課程 
福岡海星女子学院附属小学校
福岡県立糸島農業高等学校 
福岡海星女子学院高等学校
福岡女子商業高校
福岡市立福岡女子高等学校 
福岡市立福翔高等学校 
福岡市立壱岐丘中学校
福岡市立壱岐中学校 
福岡市立壱岐東小学校 
福岡市立壱岐南小学校
福岡市立塩原小学校 
福岡市立横手小学校 
福岡市立横手中学校
福岡市立屋形原特別支援学校 
福岡市立下山門小学校 
福岡市立下山門中学校
福岡市立花畑小学校 
福岡市立花畑中学校 
福岡市立賀茂小学校
福岡市立吉塚中学校 
福岡市立宮竹小学校 
福岡市立宮竹中学校
福岡市立金山小学校 
福岡市立金武小学校 
福岡市立金武中学校
福岡市立警固小学校 
福岡市立警固中学校 
福岡市立堅粕小学校
福岡市立元岡中学校 
福岡市立原小学校 
福岡市立原中央中学校
福岡市立原中学校 
福岡市立原北小学校 
福岡市立原北中学校
福岡市立玄洋小学校 
福岡市立玄洋中学校 
福岡市立香住丘小学校
福岡市立香椎小学校 
福岡市立香椎東小学校 
福岡市立香椎浜小学校
福岡市立香椎第2中学校 
福岡市立香椎第3中学校 
福岡市立高宮小学校
福岡市立高宮中学校 
福岡市立高取中学校 
福岡市立高木小学校
福岡市立今津小学校 
福岡市立今津特別支援学校 
福岡市立笹丘小学校
福岡市立三宅小学校 
福岡市立三宅中学校 
福岡市立三筑中学校
福岡市立四箇田小学校 
福岡市立次郎丸中学校 
福岡市立七隈小学校
福岡市立室見小学校 
福岡市立若久特別支援学校 
福岡市立住吉小学校
福岡市立住吉中学校 
福岡市立春吉小学校 
福岡市立春吉中学校
福岡市立春住小学校 
福岡市立勝馬小学校 
福岡市立小笹小学校
福岡市立小田部小学校 
福岡市立松崎中学校 
福岡市立照葉小中学校
福岡市立照葉北小学校 
福岡市立城原小学校 
福岡市立城香中学校
福岡市立城西中学校 
福岡市立城南小学校 
福岡市立城南中学校
福岡市立城浜小学校 
福岡市立生の松原特別支援学校 
福岡市立西花畑小学校
福岡市立西戸崎小学校 
福岡市立西長住小学校 
福岡市立西福岡中学校
福岡市立西陵小学校 
福岡市立西陵中学校 
福岡市立青葉小学校
福岡市立青葉中学校 
福岡市立席田小学校 
福岡市立席田中学校
福岡市立赤坂小学校
福岡市立千代小学校 
福岡市立早良小学校
福岡市立早良中学校 
福岡市立草ヶ江小学校 
福岡市立多々良中学校
福岡市立多々良中央中学校 
福岡市立大原小学校 
福岡市立大池小学校
福岡市立大楠小学校 
福岡市立筑紫丘小学校 
福岡市立筑紫丘中学校
福岡市立長丘小学校 
福岡市立長丘中学校
福岡市立長住小学校
福岡市立長尾小学校 
福岡市立長尾中学校 
福岡市立田隈中学校
福岡市立堤丘小学校 
福岡市立田村小学校 
福岡市立田島小学校
福岡市立東花畑小学校 
福岡市立東光小学校 
福岡市立東光中学校
福岡市立東住吉小学校 
福岡市立東住吉中学校
福岡市立東箱崎小学校
福岡市立東福岡特別支援学校 
福岡市立当仁小学校 
福岡市立奈多小学校
福岡市立那珂小学校 
福岡市立那珂中学校 
福岡市立那珂南小学校
福岡市立内浜小学校 
福岡市立内野小学校 
福岡市立南当仁小学校
福岡市立南福岡特別支援学校
福岡市立南片江小学校 
福岡市立馬出小学校
福岡市立梅林中学校 
福岡市立博多中学校 
福岡市立柏原小学校
福岡市立箱崎清松中学校 
福岡市立箱崎中学校 
福岡市立八田小学校
福岡市立板付小学校 
福岡市立板付中学校 
福岡市立板付北小学校
福岡市立飯原小学校 
福岡市立飯倉小学校 
福岡市立飯倉中央小学校
福岡市立百道中学校 
福岡市立百道浜小学校 
福岡市立舞松原小学校
福岡市立舞鶴小・中学校 
福岡市立福岡中学校 
福岡市立福岡西陵高等学校
福岡市立福浜小学校
福岡市立平尾小学校 
福岡市立平尾中学校
福岡市立別府小学校 
福岡市立片江小学校 
福岡市立片江中学校
福岡市立北崎小学校 

福岡市立北崎中学校 
福岡市立名島小学校
福岡市立姪浜中学校 
福岡市立野間中学校 
福岡市立野多目小学校
福岡市立弥永小学校 
福岡市立弥永西小学校 
福岡市立弥生小学校
福岡市立友泉中学校 
福岡市立有住小学校 
福岡市立有田小学校
福岡市立老司小学校 
福岡市立老司中学校 
福岡市立和白丘中学校
福岡市立和白中学校
福岡市立脇山小学校 
福岡市立曰佐小学校
福岡市立曰佐中学校 
福岡市立筥松小学校 
福岡市立志賀中学校
福岡市立三筑小学校 
福岡市立月隈小学校 
福岡市立周船寺小学校
福岡市立玉川小学校 
福岡市立愛宕浜小学校 
福岡市立入部小学校
福岡市立箱崎小学校 
福岡市立柏原中学校 
福岡市立東月隈小学校 
福岡市立能古小学校 
福岡市立能古中学校 
福岡市立元岡小学校
福岡市立三苫小学校 
福岡市立元岡小学校 
福岡市立香椎第一中学校
福岡市立千早小学校 
福岡市立千早西小学校 
福岡市立香陵小学校
福岡市立玄界小・中学校 
福岡市立愛宕小学校 
福岡市立西高宮小学校
福岡市立内浜中学校 
福岡市立吉塚小学校 
福岡市立多々良小学校
福岡市立博多工業高等学校 
福岡市立志賀島小学校 
福岡市立千代中学校
福岡市立姪浜小学校 
福岡市立福岡中央特別支援学校
福岡市立若久小学校
福岡市立西都小学校 
福岡市立百道小学校 
福岡市立東吉塚小学校
福岡市立小呂小中学校 
広川町立広川中学校 
広川町立下広川小学校
広川町立上広川小学校 
福智町立上野小学校 
福智町立市場小学校
福智町立弁城小学校 
福智町立方城中学校 
福智町立金田小学校
福智町立赤池中学校 
福智町立伊方小学校 
福智町立金田中学校
篠栗町立北勢門小学校 
篠栗町立勢門小学校 
篠栗町立篠栗小学校
篠栗町立篠栗中学校 
篠栗町立篠栗北中学校 
豊前市立角田小学校
豊前市立黒土小学校 
豊前市立三毛門小学校 
豊前市立大村小学校
豊前市立合岩小学校 
豊前市立角田中学校
豊前市立合岩中学校
豊前市立千束中学校 
豊前市立千束小学校 
豊前市立八屋中学校
豊前市立山田小学校 
豊前市立横武小学校 
小竹町立小竹西小学校
小竹町立小竹北小学校 
小竹町立小竹南小学校 
小竹町立小竹中学校
古賀市立千鳥小学校 
古賀市立小野小学校 
古賀市立古賀西小学校
古賀市立古賀中学校 
古賀市立古賀北中学校 
古賀市立古賀東中学校
古賀市立花鶴小学校 
古賀市立舞の里小学校 
古賀市立青柳小学校
古賀市立花見小学校 
古賀市立古賀東小学校 
北九州市立光貞小学校
北九州市立白野江小学校 
宮若市立宮田南小学校 
宮若市立宮田北小学校
宮若市立宮若東中学校 
宮若市立宮田小学校 
宮若市立宮田東小学校
柳川市立蒲池小学校 
柳川市立蒲池中学校 
柳川市立皿垣小学校
柳川市立三橋中学校 
柳川市立昭代第一小学校 
柳川市立昭代第二小学校
柳川市立昭代中学校 
柳川市立城内小学校 
柳川市立垂見小学校
柳川市立大和小学校 
柳川市立大和中学校 
柳川市立中島小学校
柳川市立東宮永小学校 
柳川市立藤吉小学校
柳川市立二ッ河小学校
柳川市立豊原小学校 
柳川市立矢ヶ部小学校 
柳川市立矢留小学校
柳川市立柳河小学校 
柳川市立柳南中学校 
柳川市立有明小学校
柳川市立両開小学校 
柳川市立六合小学校 
柳川市立中山小学校
柳川市立柳城中学校 
宗像市立城山中学校 
宗像市立南郷小学校
宗像市立中央中学校 
宗像市立玄海中学校
大牟田学園 大牟田中学校
大牟田学園 大牟田高等学校
鞍手町立古月小学校 
鞍手町立剣北小学校
鞍手町立新延小学校
【 鹿 児 島 県 】
いちき串木野市立生福小学校 
いちき串木野市立照島小学校 
いちき串木野市立旭小学校
いちき串木野市立串木野小学校
いちき串木野市立串木野中学校 
いちき串木野市立荒川小学校
いちき串木野市立市来小学校 
いちき串木野市立市来中学校 
さつま町立盈進小学校
さつま町立薩摩中学校 
さつま町立鶴田小学校 
さつま町立山崎小学校
さつま町立佐志小学校 
さつま町立永野小学校 
さつま町立中津川小学校
阿久根市立山下小学校 
阿久根市立阿久根小学校 
阿久根市立阿久根中学校
姶良市立姶良小学校 
姶良市立加治木中学校 
姶良市立竜門小学校
姶良市立重富中学校 
姶良市立三船小学校 
姶良市立山田小学校
姶良市立山田中学校 
姶良市立北山小学校 
伊佐市立牛尾小学校
伊佐市立大口中央中学校
伊佐市立曽木小学校 
伊佐市立田中小学校
伊佐市立山野小学校 
伊佐市立本城小学校 
伊佐市立菱刈中学校
伊佐市立湯之尾小学校 
伊佐市立羽月小学校 
伊佐市立羽月西小学校
伊佐市立菱刈小学校 
伊佐市立大口東小学校 
伊仙町立伊仙小学校
伊仙町立伊仙中学校 
伊仙町立面縄中学校 
伊仙町立鹿浦小学校
伊仙町立面縄小学校 
伊仙町立犬田布小学校 
伊仙町立面縄中学校
伊仙町立犬田布中学校 
宇検村立田検小学校 
宇検村立阿室小中学校
宇検村立田検中学校 
奄美市立伊津部小学校 
奄美市立奄美小学校
奄美市立金久中学校 
奄美市立小宿小学校 
奄美市立小宿中学校
奄美市立朝日小学校
奄美市立朝日中学校 
奄美市立名瀬小学校
奄美市立名瀬中学校 
奄美市立赤木名中学校 
奄美市立緑が丘小学校
奄美市立大川小・中学校 
奄美市立小湊小学校
奄美市立宇宿小学校
奄美市立赤木名小学校 

奄美市立笠利小学校
屋久島町立安房中学校
屋久島町立一湊小学校 
屋久島町立神山小学校 
屋久島町立栗生小学校
屋久島町立中央中学校 
屋久島町立八幡小学校 
屋久島町立安房小学校
屋久島町立岳南中学校 
屋久島町立小瀬田小学校 
肝付町立内之浦小学校
肝付町立波野小学校
肝付町立高山中学校 
肝付町立波野中学校
肝付町立内之浦中学校 
肝付町立国見中学校 
肝付町立高山小学校
肝付町立国見小学校 
肝付町立岸良小中学校 
肝付町立宮富小学校
錦江町立大根占小学校 
錦江町立大原小学校 
錦江町立田代小学校
錦江町立宿利原小学校 
薩摩川内市立永利小学校 
薩摩川内市立可愛小学校
薩摩川内市立亀山小学校 
薩摩川内市立祁答院中学校 
薩摩川内市立高来小学校
薩摩川内市立川内小学校
薩摩川内市立大軣小学校 
薩摩川内市立東郷中学校
薩摩川内市立平佐西小学校 
薩摩川内市立藺牟田小学校 
薩摩川内市立水引小学校
薩摩川内市立樋脇中学校 
薩摩川内市立隈之城小学校 
薩摩川内市立水引中学校
薩摩川内市立川内中央中学校 
薩摩川内市立川内南中学校 
薩摩川内市立副田小学校
薩摩川内市立高江中学校 
薩摩川内市立八幡小学校 
薩摩川内市立樋脇小学校
薩摩川内市立東郷小学校 
薩摩川内市立入来中学校 
薩摩川内市立入来小学校
薩摩川内市立市比野小学校
薩摩川内市立城上小学校 
薩摩川内市立長浜小学校
薩摩川内市立育英小学校 
薩摩川内市立中津小学校 
薩摩川内市立上甑中学校
薩摩川内市立手打小学校 
薩摩川内市峰山小学校 
薩摩川内市立黒木小学校
薩摩川内市立鹿島小学校 
薩摩川内市立平成中学校 
志布志市立伊崎田小学校
志布志市立伊崎田中学校 
志布志市立原田小学校 
志布志市立香月小学校
志布志市立志布志小学校 
志布志市立志布志中学校 
志布志市立蓬原小学校
志布志市立有明小学校 
志布志市立泰野小学校 
志布志市立野神小学校
志布志市立尾野見小学校 
志布志市立田之浦小学校 
志布志市立安楽小学校
志布志市立山重小学校 
志布志市立潤ケ野小学校 
志布志市立松山中学校
志布志市立宇都中学校 
志布志市立通山小学校 
志布志市立有明中学校
指宿市立開聞小学校 
指宿市立指宿小学校 
指宿市立大成小学校
指宿市立丹波小学校 
指宿市立南指宿中学校 
指宿市立柳田小学校
指宿市立徳光小学校 
指宿市立川尻小学校 
指宿市立北指宿中学校
指宿市立池田小学校 
指宿市立山川中学校 
指宿市立今和泉小学校
指宿市立利永小学校 
指宿市立開聞中学校 
指宿市立魚見小学校
指宿市立山川小学校 
鹿屋市立鹿屋小学校
鹿屋市立鹿屋東中学校
鹿屋市立寿小学校 
鹿屋市立寿北小学校 
鹿屋市立上小原小学校
鹿屋市立上小原中学校 
鹿屋市立西原小学校 
鹿屋市立大姶良小学校
鹿屋市立東原小学校 
鹿屋市立祓川小学校 
鹿屋市立大姶良中学校
鹿屋市立田崎中学校 
鹿屋市立鹿屋女子高等学校 
鹿児島県立蒲生高等学校
鹿児島県立加治木工業高等学校 
鹿児島県立加治木養護学校 
鹿児島県立鶴翔高等学校
鹿児島県立山川高等学校 
鹿児島県立指宿養護学校 
鹿児島県立鹿児島養護学校
鹿児島県立鹿児島聾学校 
鹿児島県立大島高等学校 
鹿児島県立明桜館高等学校
鹿児島県立吹上高等学校 
鹿児島県立南薩養護学校 
鹿児島県立武岡台養護学校
鹿児島高等特別支援学校 
鹿児島県立牧之原養護学校 
鹿児島県立桜丘養護学校
鹿児島県立串良商業高等学校 
鹿児島県立錦江湾高等学校 
鹿児島県立鹿屋養護学校
鹿児島県立楠隼中高一貫教育校 
鹿児島県立薩摩中央高等学校 
鹿児島県立福山高等学校
鹿児島県立松陽高等学校 
鹿児島県立鹿児島中央高等学校 
鹿児島県立隼人工業高等学校
鹿児島県立武岡台高等学校
鹿児島大学教育学部附属特別支援学校
鹿児島県立鹿児島東高等学校 
鹿児島県立加治木高等学校 
鹿児島県立国分高等学校 
鹿児島県立鹿屋工業高等学校
鹿児島県立串木野養護学校 
鹿児島県立垂水高等学校 
鹿児島県立川内商工高等学校
鹿児島県立鹿屋農業高等学校 
鹿児島県立出水養護学校 
鹿児島県立大島養護学校
鹿児島県立出水工業高等学校 
鹿児島県立伊集院高等学校 
鹿児島県立川薩清修館高等学校
鹿児島県立中種子養護学校 
鹿児島県立川内高等学校 
鹿児島県立薩南工業高等学校
鹿児島県立鶴丸高等学校
鹿児島大学教育学部附属小学校 
鹿児島市立伊敷小学校
鹿児島市立花野小学校 
鹿児島市立瀬々串小学校 
鹿児島市立皆与志小学校
鹿児島市立鴨池小学校 
鹿児島市立鴨池中学校 
鹿児島市立喜入小学校
鹿児島市立喜入中学校 
鹿児島市立吉田南中学校 
鹿児島市立宮小学校
鹿児島市立宮川小学校 
鹿児島市立原良小学校 
鹿児島市立向陽小学校
鹿児島市立広木小学校 
鹿児島市立皇徳寺小学校 
鹿児島市立荒田小学校
鹿児島市立坂元小学校 
鹿児島市立坂元台小学校 
鹿児島市立桜丘西小学校
鹿児島市立桜丘東小学校 
鹿児島市立桜洲小学校 
鹿児島市立桜島中学校
鹿児島市立紫原小学校 
鹿児島市立城西中学校 
鹿児島市立城南小学校
鹿児島市立星峯西小学校 
鹿児島市立星峯東小学校 
鹿児島市立清水小学校
鹿児島市立清和小学校 
鹿児島市立中名小学校
鹿児島市立西伊敷小学校
鹿児島市立西紫原中学校
鹿児島市立西谷山小学校 
鹿児島市立西陵小学校
鹿児島市立西陵中学校 
鹿児島市立川上小学校 
鹿児島市立草牟田小学校
鹿児島市立大明丘小学校 
鹿児島市立中郡小学校 
鹿児島市立中洲小学校
鹿児島市立天保山中学校 
鹿児島市立東谷山小学校 
鹿児島市立東谷山中学校
鹿児島市立南中学校 
鹿児島市立武岡小学校 
鹿児島市立武岡台小学校
鹿児島市立本名小学校
鹿児島市立牟礼岡小学校 
鹿児島市立明和小学校
鹿児島市立明和中学校 
鹿児島市立緑丘中学校 
鹿児島市立黒神小学校

鹿児島市立伊敷台小学校 
鹿児島市立田上小学校 
鹿児島市立武中学校
鹿児島市立吉野中学校 
鹿児島市立吉田北中学校 
鹿児島市立甲南中学校
鹿児島市立紫原中学校 
鹿児島市立桜丘中学校 
鹿児島市立小山田小学校
鹿児島市立西田小学校 
鹿児島市立吉田小学校 
鹿児島市立河頭中学校
鹿児島市立中山小学校
鹿児島市立南小学校 
鹿児島市立南方小学校
鹿児島市立谷山北中学校 
鹿児島市立東桜島小学校 
鹿児島市立東桜島中学校
鹿児島市立松元小学校
鹿児島市立谷山小学校 
鹿児島市立谷山中学校
鹿児島市立郡山小学校 
鹿児島市立吉野小学校 
鹿児島市立皇徳寺中学校
鹿児島市立桜峰小学校 
鹿児島市立犬迫小学校 
鹿児島市立平川小学校
鹿児島市立花尾小学校 
鹿児島市立本城小学校 
鹿児島市立錫山小・中学校
鹿児島市立坂元中学校 
鹿児島市立郡山中学校 
鹿児島市立宇宿小学校
鹿児島市立武岡中学校
鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 
鹿児島市立鹿児島女子高等学校
鹿児島市立吉野東小学校 
鹿児島市立前之浜小学校 
鹿児島市立星峯中学校
鹿児島市立吉野東中学校 
学校法人池田学園池田小学校 
池田学園池田中学高等学校
出水学園出水中央高等学校 
出水市立下水流小学校 
出水市立高尾野小学校
出水市立出水小学校 
出水市立出水中学校 
出水市立東出水小学校
出水市立米ノ津小学校 
出水市立米ノ津中学校 
出水市立米ノ津東小学校
出水市立野田小学校 
出水市立野田中学校 
出水市立上場小学校
出水市立江内中学校
出水市立西出水小学校 
出水市立江内小学校
出水市立高尾野中学校 
出水市立鶴荘学園 
垂水市立協和小学校
垂水市立垂水小学校 
垂水市立水之上小学校 
垂水市立松ケ崎小学校
垂水市立垂水中央中学校 
垂水市立境小学校 
天城町立北中学校
天城町立天城中学校 
天城町立兼久小学校 
天城町立天城小学校
瀬戸内町立阿木名小中学校 
瀬戸内町立古仁屋中学校 
瀬戸内町立西阿室小学校
瀬戸内町立諸鈍小中学校 
瀬戸内町立古仁屋小学校 
西之表市立種子島中学校
西之表市立榕城小学校 
西之表市立現和小学校 
西之表市立国上小学校
西之表市立住吉小学校 
西之表市立下西小学校 
西之表市立安城小学校
曽於市立岩川小学校 
曽於市立財部小学校 
曽於市立末吉小学校
曽於市立末吉中学校 
曽於市立諏訪小学校 
曽於市立財部中学校
曽於市立笠木小学校 
曽於市立岩北小学校 
曽於市立恒吉小学校
曽於市立岩南小学校 
曽於市立檍小学校 
曽於市立月野小学校
大崎町立中沖小学校 
曽於市立深川小学校 
大崎町立大崎小学校
大崎町立大崎中学校 
大崎町立野方小学校 
大崎町立菱田小学校
大和村立大和中学校 
知名町立知名小学校 
知名町立知名中学校
知名町立下平川小学校 
中種子町立中種子中学校 
中種子町立星原小学校
中種子町立増田小学校 
東串良町立池之原小学校 
東串良町立東串良中学校
東串良町立柏原小学校 
徳之島町立花徳小学校 
徳之島町立亀津小学校
徳之島町立亀徳小学校 
徳之島町立亀津中学校 
徳之島町立神之嶺小学校
南九州市立頴娃小学校 
南九州市立高田小学校 
南九州市立松山小学校
南九州市立川辺中学校 
南九州市立知覧小学校 
南九州市立勝目小学校
南九州市立松原小学校 
南九州市立九玉小学校 
南九州市立川辺小学校
南九州市立粟ヶ窪小学校 
南九州市立頴娃中学校 
南九州市立青戸中学校
南九州市立別府小学校 
南九州市立浮辺小学校
南大隅町立第一佐多中学校
南大隅町立神山小学校 
南大隅町立根占中学校 
南さつま市立加世田小学校
南さつま市立加世田中学校 
南さつま市立田布施小学校 
南さつま市立小湊小学校
南さつま市立金峰中学校 
南さつま市立川畑小学校 
南さつま市立万世中学校
南さつま市立坊津学園 
南さつま市立大笠中学校 
日置市立伊作小学校
日置市立伊集院北小学校 
日置市立永吉小学校 
日置市立上市来小学校
日置市立土橋小学校 
日置市立飯牟礼小学校 
日置市立妙円寺小学校
日置市立鶴丸小学校 
日置市立美山小学校 
日置市立伊集院北中学校
霧島市立向花小学校 
霧島市立国分小学校 
霧島市立国分西小学校
霧島市立国分中央高等学校 
霧島市立国分南中学校 
霧島市立上小川小学校
霧島市立天降川小学校 
霧島市立舞鶴中学校 
霧島市立牧之原小学校
霧島市立牧之原中学校 
霧島市立溝辺小学校 
霧島市立溝辺中学校
霧島市立横川中学校 
霧島市立陵南中学校 
霧島市立福山小学校
霧島市立陵南小学校 
霧島市立木原小・中学校 
長島町立川床小学校
長島町立川床中学校 
長島町立伊唐小学校 
長島町立長島中学校
長島町立平尾小学校 
長島町立城川内小学校 
湧水町立幸田小学校
湧水町立栗野中学校 
湧水町立上場小学校 
湧水町立栗野小学校
湧水町立轟小学校 
龍郷町立大勝小学校 
龍郷町立秋名小学校
龍郷町立赤徳小中学校 
龍郷町立龍南中学校 
龍郷町立龍郷小学校
龍郷町立龍瀬小学校 
喜界町立喜界小学校 
喜界町立喜界中学校
喜界町立早町小学校 
与論町立与論小学校 
与論町立茶花小学校
論町立与論中学校 
与論町立那間小学校 
和泊町立和泊小学校
和泊町立和泊中学校
【 宮 崎 県 】
綾町立綾小学校 
えびの市立加久藤小学校
えびの市立真幸小学校
えびの市立上江小学校・中学校 
えびの市立加久藤中学校 
えびの市立真幸中学校
えびの市立飯野中学校 
えびの市立飯野小学校
門川町立門川中学校

川南町立通山小学校 
川南町立東小学校 
川南町立川南小学校
川南町立山本小学校 
川南町立国光原中学校 
川南町立唐瀬原中学校
木城町立木城小学校 
木城町立木城中学校
串間市立有明小学校
串間市立福島小学校 
串間市立北方小学校 
串間市立福島中学校
串間市立串間中学校 
串間市立都井小学校 
国富町立八代中学校
国富町立木脇中学校 
国富町立八代小学校 
国富町立本庄小学校
国富町立本庄中学校 
国富町立森永小学校 
五ヶ瀬町立鞍岡小学校
五ヶ瀬町立上組小学校 
五ヶ瀬町立三ヶ所小学校 
五ヶ瀬町立五ヶ瀬中学校
小林市立細野小学校 
小林市立三松小学校 
小林市立小林小学校
小林市立須木小学校 
小林市立西小林小学校 
小林市立細野中学校
小林市立三松中学校 
小林市立西小林中学校 
小林市立野尻中学校
小林市立小林中学校 
小林市立東方小学校 
小林市立栗須小学校
小林市立南小学校 
田園の里 新田学園 
西都市立妻南小学校
西都市立三財小学校 
西都市立三納小学校 
西都市立妻中学校
西都市立穂北中学校 
西都市立都於郡中学校 
西都市立穂北小学校
新富町立上新田中学校 
新富町立富田中学校 
聖心ウルスラ学園高等学校
聖心ウルスラ学園聡明中学校高等部
高原町立広原小学校 
高原町立高原小学校
高原町立高原中学校 
高原町立後川内小学校 
高鍋町立高鍋西小学校
高鍋町立高鍋東小学校 
高鍋町立高鍋西中学校 
高鍋町立高鍋東中学校
都農町立都農南小学校 
都農町立都農小学校 
高千穂町立上野小中学校
日南市立榎原小学校 
日南市立潟上小学校 
日南市立吾田小学校
日南市立東郷小学校 
日南市立桜ヶ丘小学校 
日南市立酒谷小学校
日南市立南郷小学校 
日南市立飫肥小学校 
日南市立油津小学校
日南市立鵜戸小中学校 
日南市立細田中学校 
日南市立酒谷中学校
日南市立東郷中学校 
日南市立飫肥中学校 
日南市立南郷中学校
日南市立大堂津小学校
日南市立吾田東小学校 
延岡市立西小学校
延岡市立島野浦小学校 
延岡市立東海中学校 
延岡市立北方中学校
延岡市立島野浦中学校 
延岡市立北川中学校 
延岡市立恒富中学校
延岡市立土々呂中学校 
延岡市立上南方小中学校
延岡市立熊野江小学校・南浦中学校 
日之影町立宮水小学校 
日之影町立日之影中学校
日向市立塩見小学校 
日向市立財光寺小学校 
日向市立財光寺南小学校
日向市立坪谷小学校 
日向市立美々津小学校 
日向市立平岩小中学校
日向市立財光寺中学校 
日向市立東郷学園 
日向市立寺迫小学校
日向市立美々津中学校 
三股町立宮村小学校 
三股町立三股小学校
三股町立三股西小学校 
三股町立勝岡小学校 
三股町立長田小学校
三股町立三股中学校 
三股町立梶山小学校
延岡市立西階中学校 
宮崎県立農業大学校
宮崎県立高鍋農業高等学校 
宮崎県立日向工業高等学校 
宮崎県立小林秀峰高等学校
宮崎第一中学高等学校 
宮崎市立穆佐小学校
宮崎市立国富小学校
宮崎市立加納小学校 
宮崎市立生目台中学校 
宮崎市立生目中学校
宮崎市立赤江小学校 
美郷町立美郷北学園 
美郷町立西郷中学校
都城市立沖水小学校 
都城市立菓子野小学校 
都城市立五十市小学校
都城市立高城小学校 
都城市立今町小学校 
都城市立山之口小学校
都城市立祝吉小学校 
都城市立上長飯小学校 
都城市立庄内小学校
都城市立西小学校 
都城市立川東小学校 
都城市立石山小学校
都城市立南小学校 
都城市立大王小学校
都城市立縄瀬小学校
都城市立明和小学校 
都城市立有水小学校 
都城市立山田小学校
都城市立木之川内小学校 
都城市立富吉小学校 
都城市立中霧島小学校
都城市立高崎中学校 
都城市立高城中学校 
都城市立妻ヶ丘中学校
都城市立志和池中学校 
都城市立祝吉中学校 
都城市立西岳中学校
都城市立有水中学校 
都城市立山田中学校 
都城市立山之口中学校
都城市立小松原中学校 
都城市立中郷中学校 
都城市立東小学校
都城市立麓小学校 
都城市立笛水小中学校 
都城市立西中学校
都城市立庄内中学校
都城市立姫城中学校 
都城市立高崎麓小学校
都城聖ドミニコ学園高等学校
都城東高等学校(学校法人玉城学園)
諸塚村立諸塚中学校
【 長 崎 県 】
壱岐市立渡良小学校 
壱岐市立石田小学校 
壱岐市立筒城小学校
壱岐市立田河小学校 
壱岐市立石田中学校 
雲仙市立吾妻中学校
雲仙市立愛野中学校 
雲仙市立大塚小学校 
雲仙市立南串第二小学校
雲仙市立鶴田小学校 
雲仙市立小浜小学校 
雲仙市立西郷小学校
五島市立岐宿中学校 
西海市立大瀬戸小学校 
西海市立西海東小学校
西海市立西海北小学校
西海市立西海小学校
西海市立大島東小学校
西海市立大崎中学校 
西海市大瀬戸中学校 
西海市立西彼北小学校
西海市立西海中学校 
佐世保市立世知原小学校 
佐世保市立江上小学校
佐世保市立吉井北小学校 
佐世保市立吉井南小学校 
佐世保市立江迎小学校
佐世保市立小佐々小学校 
佐世保市立皆瀬小学校 
佐世保市立楠栖小学校
佐世保市立針尾小学校 
佐世保市立小佐々中学校 
佐世保市立宇久中学校
佐世保市立鹿町小学校 
佐世保市立日野小学校 
佐世保市立清水小学校
佐世保市立花高小学校 
佐世保市立早岐小学校 
佐世保市立江迎中学校
佐世保市立広田小学校 

佐世保市立大野小学校 
佐世保市立吉井中学校
佐世保市立中里小学校 
佐世保市立宮小学校 
佐世保市立三川内小学校
佐世保市立大塔小学校
佐世保市立日宇小学校 
佐世保市立港小学校
佐世保市立相浦西小学校 
佐世保市立春日小学校 
佐世保市立福石小学校
佐世保市立中里中学校 
佐世保市立黒髪小学校 
佐世保市立山手小学校
佐世保市立歌浦小学校 
佐世保市立金比良小学校 
佐世保市立宇久小学校
佐世保市立白南風小学校 
佐世保市立宮中学校 
佐世保市立東明中学校
佐世保市立日野中学校 
佐世保市立相浦小学校 
佐世保市立木風小学校
佐世保市立世知原中学校 
佐世保市立清水中学校 
佐世保市立鹿町中学校
佐世保市立小佐世保小学校 
佐世保市立光海中学校 
佐世保市立柚木小学校
佐々町立佐々中学校
新上五島町立奈良尾小学校 
新上五島町立青方小学校
対馬市立仁田小学校 
対馬市立豊小学校 
時津町立時津小学校
時津町立時津東小学校 
時津町立鳴北中学校 
時津町立時津北小学校
時津町立鳴鼓小学校 
松浦市立志佐小学校 
松浦市立福島小学校
松浦市立御厨小学校 
松浦市立調川小学校 
松浦市立調川中学校
松浦市立御厨中学校 
松浦市立志佐中学校 
松浦市立今福小学校
長崎県立長崎特別支援学校 
長崎県立諫早特別支援学校 
長崎県立諫早東特別支援学校
長崎県立島原特別支援学校 
長崎県立川棚特別支援学校 
長崎県立鶴南特別支援学校
長崎県立鶴南特別支援学校時津分校 
長崎県立鶴南特別支援学校五島分校 
長崎県立大村特別支援学校
長崎県立桜が丘特別支援学校
長崎精道小・中学校 
長崎県立大崎高等学校
長崎市立岩屋中学校 
長崎市立畝刈小学校 
長崎市立西山台小学校
長崎市立川原小学校 
長崎市立福田小学校 
長崎市立坂本小学校
長崎市立南陽小学校 
長崎市立三重小学校
長崎市立小榊小学校
長崎市立仁田小学校 
長崎市立西浦上小学校 
長崎市立東長崎中学校
長崎市立深堀中学校 
長崎市立三川中学校 
長崎市立小島小学校
長崎市立桜が丘小学校 
長崎市立橘小学校 
長崎市立高城台小学校
長崎市立伊良林小学校
長崎市立小江原小学校　 
長崎市立野母崎小・中学校
長崎市立戸石小学校 
長崎市立飽浦小学校 
長崎市立蚊焼小学校
長崎市立三和中学校 
長崎市立大浦小学校 
長崎市立日見小学校
長崎市立稲佐小学校 
長崎市立福田中学校 
長崎市立矢上小学校
長崎市立女の都小学校 
長崎市立為石小学校
長崎市立城山小学校
長崎市立三原小学校 
長崎市立桜町小学校 
長崎市立戸町中学校
長崎市立橘中学校 
長崎市立村松小学校 
長崎市立大園小学校
長崎市立横尾小学校 
長崎市立朝日小学校
長崎市立神浦小学校
長崎市立西浦上中学校
長崎市立西町小学校
長崎市立滑石小学校
長崎市立晴海台小学校 
長崎市立西坂小学校 
長崎市立丸尾中学校
長崎市立山里小学校PTA 
長崎市立茂木小学校 
長崎市立外海黒崎小学校
長崎市立桜馬場中学校 
長崎市立愛宕小学校 
長崎市立鳴見台小学校
長崎市立上長崎小学校 
長崎市立梅香崎中学校 
長崎市立横尾中学校
長崎市立式見小学校 
長崎市立琴海中学校 
長崎市立戸町小学校
長崎市立西北小学校 
長崎市立緑が丘中学校 
長崎市立大浦中学校
長崎市立諏訪小学校
長崎市立伊王島小中学校 
長崎市立長浦小学校
長崎市立山里中学校 
長崎市立三重中学校 
長崎市立西泊中学校
長崎市立南長崎小学校 
長崎市立片淵中学校 
長崎市立小ヶ倉小学校
長崎市立西城山小学校 
長崎市立滑石中学校 
長崎市立高尾小学校
長崎市立古賀小学校
長崎市立香焼小学校 
長崎市立小島中学校
長崎南山小学校(南山第二学園) 
長崎大学教育学部附属特別支援学校 
平戸市立平戸中学校
平戸市立生月小学校
平戸市立大島小学校 
平戸市立平戸小学校
平戸市立田平北小学校 
平戸市立紐差小学校 
平戸市立山田小学校
平戸市立中野小学校 
長与町立長与北小学校
長与町立長与小学校
長与町立長与第二中学校 
長与町立高田小学校 
長与町立洗切小学校
長与町立長与南小学校 
波佐見町立波佐見中学校 
波佐見町立南小学校
島原市立第二中学校 
島原市立第四小学校 
南島原市立口之津小学校
南島原市立口之津中学校 
南島原市立有家中学校 
南島原市立加津佐小学校
南島原市立堂崎小学校 
南島原市立加津佐中学校 
南島原市立有馬小学校
南島原市立深江中学校
【 佐 賀 県 】
伊万里市立二里小学校 
伊万里市立大川内小学校 
伊万里市立山代東小学校
伊万里市立牧島小学校 
伊万里市立大坪小学校 
伊万里市立立花小学校
伊万里市立黒川小学校 
伊万里市立伊万里小学校 
伊万里市立東山代小学校
伊万里市立大川小学校 
伊万里市立山代西小学校 
伊万里市立波多津小学校
伊万里市立小中一貫校滝野校
伊万里市立松浦小学校 
伊万里市立南波多小学校
伊万里市立国見中学校 
伊万里市立伊万里中学校 
伊万里市立啓成中学校
伊万里市立東陵中学校 
伊万里市立青嶺中学校 
伊万里市立山代中学校
多久市立西渓小中学校 
多久市立中央小中学校 
多久市立東部小中学校
太良町立多良小学校 
太良町立多良中学校 
太良町立大浦小学校
太良町立大浦中学校 
鳥栖市立若葉小学校 
唐津市立竹木場小学校
唐津市立高峰中学校
【 大 分 県 】
大分市立大在中学校 
大分市立大在小学校 
大分市立鴛野小学校
大分市立佐賀関小学校 
大分市立高田小学校 

大分市立明野中学校
大分市立東陽中学校 
大分市立松岡小学校 
大分市立吉野小学校
大分市立大在西小学校 
大分市立川添小学校 
大分市立南大分中学校
宇佐市立宇佐小学校
宇佐市立宇佐中学校 
宇佐市立北馬城小学校
宇佐市立高家小学校 
宇佐市立四日市南小学校 
宇佐市立封戸小学校
宇佐市立西馬城小学校
大分市立舞鶴小学校 
臼杵市立市浜小学校
臼杵市立福良ヶ丘小学校 
臼杵市立西中学校 
臼杵市立北中学校
中津市立秣小学校 
中津市立真坂小学校 
中津市立三郷小学校
豊後高田市立香々地小学校 
豊後高田市立香々地中学校 
豊後高田市立真玉中学校
豊後高田市立真玉小学校 
豊後高田市立呉崎小学校 
豊後高田市立戴星学園
豊後大野市立新田小学校 
豊後大野市立犬飼小学校 
豊後大野市立百枝小学校
豊後大野市立清川中学校 
豊後大野市立緒方小学校 
豊後大野市立三重中学校
豊後大野市立緒方中学校 
豊後大野市立菅尾小学校 
豊後大野市立三重東小学校
豊後大野市立朝地小中学校 
豊後大野市立大野中学校 
豊後大野市立清川小学校
豊後大野市立三重第一小学校 
豊後大野市立千歳小・中学校 
豊後大野市立大野小学校
豊後大野市立犬飼中学校 
日出町立豊岡小学校 
日出町立川崎小学校
日出町立藤原小学校 
日出町立大神小学校
福徳学院高等学校
別府市立北部中学校 
別府市立上人小学校 
別府市立境川小学校
別府市立亀川小学校 
別府市立山の手幼稚園・小学校
由布市立阿南小学校
由布市立湯布院中学校 
由利本荘市立本荘東中学校 
由布市立庄内中学校
由布市立東庄内小学校 
由布市立西庄内小学校 
藤蔭高等学校
【 沖 縄 県 】
伊江村立伊江中学校 
伊江村立西小学校 
伊江村立伊江小学校
伊是名村立伊是名中学校 
今帰仁村立天底小学校 
今帰仁村立兼次小学校
石垣市立大浜中学校 
今帰仁村立今帰仁小学校 
今帰仁村立今帰仁中学校
糸満市立米須小学校 
浦添市立前田小学校 
うるま市立与勝中学校
沖縄県立辺土名高等学校 
沖縄県立名護特別支援学校 
沖縄市立越来小学校
沖縄県立八重山特別支援学校 
沖縄県立与勝緑が丘中学校 
沖縄県立与勝緑が丘与勝高校
沖縄県立美里工業高校
沖縄県立真和志高等学校 
沖縄県立沖縄水産高等学校
多良間村立多良間中学校 
国頭村立奥間小学校 
久米島町立大岳小学校
久米島町立久米島小学校 
久米島町立清水小学校 
久米島町立仲里小学校
久米島町立清水小学校 
竹富町立西表小中学校 
西原町立坂田小学校
西原町立西原小学校
西原町立西原東小学校
西原町立西原南小学校
大宜味村立大宜味中学校 
大宜味村立塩屋小学校 
大宜味村立喜如嘉小学校
大宜味村立大宜味小学校 
名護市立小中一貫教育校緑風学園
名護市立東江中学校
名護市立瀬喜田小学校
名護市立東江小学校 
名護市立羽地中学校
那覇市立垣花小学校 
那覇市立首里中学校 
那覇市立城南小学校
那覇市立石嶺小学校 
那覇市立石嶺中学校 
那覇市立城北中学校
那覇市立城東小学校 
那覇市立大名小学校 
那覇市立城西小学校
本部町立崎本部小学校 
本部町立上本部小学校 
本部町立伊豆味小中学校
本部町立上本部中学校 
本部町立瀬底幼・小学校 
宮古島市立久松小学校
北谷町立桑江中学校 
北谷町立北玉小学校 
北谷町立北谷第二小学校
北谷町立北谷小学校 
北谷町立北谷中学校 
与那国町立与那国中学校
与那国町立比川小学校
【 北 海 道 】
北海道鹿屋中央高等学校 
北海道札幌月寒高等学校 
北海道千歳高等学校
北海道千歳高等学校定時制 
北海道標茶高等学校 
北海高等学校
北海道札幌白陵高等学校 
北海道札幌創成高等学校 
北海道厚真高等学校
北海道札幌手稲高等学校 
北海道帯広養護学校 
北海道置戸高等学校
北海道札幌伏見支援学校 
北海道旭川高等支援学校 
北海道上ノ国高等学校
北海道札幌伏見支援学校もなみ学園分校 
北海道浦河高等学校 
枝幸町立歌登小学校
北海道足寄高等学校 
北海道清里高等学校 
北海道雨竜高等養護学校
北海道函館中部高等学校 
北海道今金高等養護学校 
北海道幌あいの里高等支援学校
北海道北斗高等支援学校 
北海道南茅部高等学校 
北海道科学大学高等学校
北海道札幌平岡高等学校 
北海道美幌高等学校 
北海道上士幌高等学校
北海道室蘭養護学校 
北海道紋別高等養護学校 
北海道余市紅志高等学校
北海道中札内高等養護学校 
北海道北見緑陵高等学校 
北海道札幌国際情報高等学校
北海道留萌高等学校 
北海道札幌丘珠高等学校 
北海道教育大学附属特別支援学校
北海道帯広盲学校 
北海道札幌東陵高等学校 
北海道新十津川農業高等学校
北海道南幌高等学校 
北海道小樽桜陽高等学校 
北海道月形高等学校
北海道弟子屈高等学校 
北海道南富良野高等学校 
北海道白樺高等養護学校
北海道鵡川高等学校 
北海道長沼高等学校 
北海道東川高等学校
北海道小樽潮陵高等学校 
北海道平取養護学校静内ペテカリの園分校
赤井川村立都小学校
厚岸町立太田小学校 
厚岸町立真龍小学校 
厚岸町立太田中学校
厚岸町立厚岸中学校 
厚岸町立厚岸小学校 
厚岸町立真龍中学校
厚沢部町立厚沢部中学校 
一宮町立東浪見小学校 
石狩市立花川南小学校
石狩市立花川南中学校 
石狩市立花川中学校 
石狩市立樽川中学校
岩内町立岩内西小学校 
岩内町立岩内東小学校 
岩内町立岩内第一中学校
岩内町立岩内第二中学校 
今金町立今金小学校 
今金町立今金中学校
上ノ国町立上ノ国小学校 
浦河町立浦河東部小学校 
浦河町立浦河小学校
浦河町立堺町小学校 

えりも町立えりも小学校 
えりも町立えりも中学校
えりも町立北海道えりも高等学校 
羽幌町立羽幌小学校 
倶知安町立東小学校
倶知安町立倶知安中学校 
倶知安町立倶知安小学校 
倶知安町立北陽小学校
倶知安町立西小学校 
釧路市立芦野小学校 
釧路市立釧路小学校
釧路市立新陽小学校 
釧路市立清明小学校 
釧路市立鳥取小学校
釧路市立美原中学校 
釧路市立幣舞中学校 
釧路市立景雲中学校
釧路市立音別小学校 
釧路市立東雲小学校 
釧路市立音別中学校
釧路市立中央小学校 
釧路市立興津小学校
釧路市立鳥取西中学校
釧路市立共栄中学校 
釧路市立大楽毛中学校 
釧路市立春採中学校
釧路町立遠矢小学校 
釧路町立昆布森中学校 
釧路町立別保中学校
釧路町立別保小学校 
釧路町立昆布森小学校 
釧路町立遠矢中学校
黒松内町立黒松内小学校 
黒松内町立黒松内中学校 
恵庭市立若草小学校
恵庭市立恵み野旭小学校 
恵庭市立松恵小学校 
恵庭市立恵庭小学校
恵庭市立恵み野小学校 
江別市立野幌若葉小学校 
江別市立大麻東中学校
江別市立大麻中学校 
小樽明峰高等学校 
小樽市立朝里中学校
小樽市立向陽中学校 
小樽市立桜町中学校 
小樽市立幸小学校
小樽市立菁園中学校 
小樽市立長橋小学校 
小樽市立花園小学校
小樽市立望洋台中学校 
小樽市立望洋台小学校
小樽市立松ヶ枝中学校
小樽市立桂岡小学校 
小樽市立稲穂小学校 
小樽市立張碓小学校
小樽市立塩谷小学校 
小樽市立朝里小学校 
小樽市立長橋中学校
小樽市立桜小学校 
小樽市立豊倉小学校 
小樽市立潮見台小学校
小樽市立潮見台中学校
小樽市立銭函小学校 
小樽市立手宮中央小学校
小樽市立西陵中学校 
小樽市立忍路中学校 
小樽市立銭函中学校
小樽市立忍路中央小学校 
木古内町立木古内小学校 
木古内町立木古内中学校
京極町立京極中学校 
京極町立京極小学校
北広島市立西の里中学校
北広島市立西の里小学校 
北広島市立西の里小中学校陽香分校 
札幌市立あやめ野小学校
札幌市立みどり小学校 
札幌市立栄小学校 
札幌市立旭小学校
札幌市立栄西小学校 
札幌市立共栄小学校 
札幌市立月寒小学校
札幌市立篠路西小学校 
札幌市立新琴似南小学校 
札幌市立前田中央小学校
札幌市立前田北小学校 
札幌市立太平南小学校 
新冠町立新冠小学校
新冠町立新冠中学校 
新冠町立朝日小学校 
寿都町立寿都小学校
せたな町立北檜山中学校 
知内町立知内中学校 
知内町立知内小学校
壮瞥町立壮瞥小学校 
稚内市立潮見が丘中学校 
千歳市立北栄小学校
斜里町立知床ウトロ学校 
鶴居村立小中学校 
鶴居村立下幌呂小学校
鶴居村立鶴居小学校 
鶴居村立鶴居中学校 
鶴居村立幌呂中学校
当別町立西当別小学校 
当別町立西当別中学校 
当別町立当別中学校
当別町立当別小学校 
中標津町立丸山小学校 
中標津町立中標津東小学校
中標津町立中標津中学校 
中標津町立広陵中学校 
中標津町立計根別学園
増毛町立増毛小学校 
増毛町立増毛中学校 
学校法人希望学園
北嶺中・高等学校 
泊村立泊中学校 
七飯町立大中山小学校
七飯町立七重小学校 
七飯町立大沼小学校 
七飯町立大中山中学校
七飯町立峠下小学校 
七飯町立七飯中学校 
七飯町立藤城小学校
七飯町立大沼中学校 
七飯町立軍川小学校
長沼町立長沼中学校
白糠町立白糠小学校 
白糠町立白糠中学校 
白糠町立茶路小中学校
白糠町立庶路学園 
根室市立成央小学校 
根室市立柏陵中学校
根室市立厚床小中学校 
根室市立光洋中学校 
根室市立啓雲中学校
根室市立落石中学校 
根室市立落石小学校 
根室市立歯舞小中学校
美幌町立北中学校 
名寄市立名寄南小学校 
名寄市立名寄小学校
名寄市立風連中央小学校 
名寄市立名寄東中学校 
錦江町立池田小学校
登別市立鷲別小学校 
函館市立あさひ小学校 
函館市立旭岡中学校
函館市立青柳中学校 
函館市立臼尻小学校 
函館市立本通小学校
函館市立駒場小学校 
函館市立高盛小学校 
函館市立鍛神小学校
函館市立湯川小学校 
函館市立八幡小学校 
函館市立北昭和小学校
函館市立昭和小学校 
函館市立高丘小学校 
函館市立金堀小学校
函館市立北星小学校 
函館市立旭岡小学校 
函館市立磨光小学校
函館市立北美原小学校 
函館市立桔梗小学校 
函館市立港小学校
函館市立日吉が丘小学校 
函館市立尾札部中学校 
函館市立中島小学校
函館市立中部小学校 
函館市立日新中学校 
函館市立神山小学校
函館市立青柳小学校 
函館市立赤川小学校
函館市立恵山中学校
函館市立弥生小学校 
函館市立赤川中学校 
函館市立南本通小学校
函館市立万年橋小学校 
函館市立大船小学校 
函館市立千代ヶ岱小学校
函館市立的場中学校 
函館市立亀尾小学校 
函館市立戸井西小学校
函館市立日新小学校 
函館市立五稜郭中学校 
函館市立深堀中学校
函館市立本通中学校 
函館市立戸倉中学校 
函館市立亀田中学校
函館市立港中学校 
函館市立北中学校 
函館市立千代田小学校
函館市立巴中学校 
函館市立湯川中学校 
函館市立えさん小学校
函館市立銭亀沢中学校 
函館市立東山小学校 
函館市立潮光中学校
函館市立臼尻中学校 
函館市立北日吉小学校 
函館大学付属柏稜高等学校

標茶町立標茶中学校 
標茶町立標茶小学校 
浜中町立茶内小学校
浜中町立霧多布小学校 
浜中町立霧多布中学校 
浜中町立散布小中学校
浜中町立浜中小学校 
浜中町立浜中中学校
福島町立福島中学校
別海町立野付中学校 
別海町立別海中央小学校 
別海町立別海中央中学校
別海町立上西春別小学校 
別海町立上西春別中学校 
別海町立上春別小学校
別海町立上春別中学校 
別海町立中西別中学校 
別海町立中春別中学校
別海町立中西別小学校 
別海町立上風連小中学校 
日高町立日高中学校
日高町立日高小学校 
日高町立富川小学校 
日高町立門別小学校
日高町立門別中学校 
北斗市立上磯小学校 
北斗市立上磯中学校
北斗市立久根別小学校 
北斗市立石別中学校 
北斗市立谷川小学校
北斗市立大野小学校 
北斗市立大野中学校 
深川市立一已中学校
松前町立松城小学校 
湧別町立上湧別小学校 
留萌市立潮静小学校
弟子屈町立川湯中学校 
弟子屈町立川湯小学校 
弟子屈町立和琴小学校
弟子屈町立弟子屈中学校 
弟子屈町立弟子屈小学校 
弟子屈町立奥春別小学校
紋別市立上渚滑小学校 
羅臼町立羅臼小学校 
蘭越町立蘭越小学校
蘭越町立蘭越中学校 
留寿都村立留寿都小学校 
留寿都村立留寿都中学校
南富良野町立南富良野小学校 
南富良野町立南富良野中学校 
由仁町立由仁小学校
余市町立大川小学校 
余市町立黒川小学校 
余市町立東中学校
余市町立旭中学校 
余市町立登小学校 
余市町立西中学校
余市町立沢町小学校
【 青 森 県 】
柴田女子高等学校 
弘前東高等学校
【 秋 田 県 】
鹿角市立花輪小学校 
鹿角市立花輪第一中学校 
鹿角市立十和田小学校
鹿角市立十和田中学校 
鹿角市立大湯小学校 
鹿角市立八幡平中学校
鹿角市立八幡平小学校 
鹿角市立尾去沢小学校 
鹿角市立尾去沢中学校
鹿角市立平元小学校 
鹿角市立末広小学校
鹿角市立花輪第二中学校
【 岩 手 県 】
久慈市立大川目中学校 
遠野市立遠野小学校 
花巻市立笹間第一小学校
釜石市立鵜住居小学校 
盛岡市立大慈寺小学校
【 山 形 県 】
朝日町立大谷小学校 
山形県立置賜農業高等学校 
山形学院高等学校
尾花沢市立宮沢小学校 
川西町立吉島小学校 
三川町立横山小学校
三川町立東郷小学校 
三川町立押切小学校 
三川町立三川中学校
山辺町立大寺小学校 
山辺町立山辺小学校 
鶴岡市立朝日小学校
鶴岡市立櫛引南小学校 
鶴岡市立羽黒第二小学校 
鶴岡市立大泉小学校
鶴岡市立櫛引西小学校 
鶴岡市立朝日中学校 
鶴岡市立広瀬小学校
鶴岡市立鶴岡第二中学校 
鶴岡市立櫛引中学校 
鶴岡市立藤島小学校
鶴岡市立櫛引東小学校 
天童市立高擶小学校 
天童市立第一中学校
天童市立第二中学校 
天童市立第四中学校 
天童市立天童中部小学校
天童市立天童南部小学校 
天童市立荒谷小学校 
天童市立成生小学校
天童市立蔵増小学校 
天童市立山口小学校 
東根市立第一中学校
南陽市立沖郷小学校 
南陽市立沖郷中学校 
南陽市立梨郷小学校
山形市立本沢小学校 
山形市立宮浦小学校 
山形市立蔵王第一小学校
山形市立第三中学校 
米沢市立松川小学校 
米沢市立北部小学校
米沢市立第一中学校
【 宮 城 県 】
栗原市立若柳中学校
【 福 島 県 】
東日本国際大学附属昌平中学・高等学校 
東日本国際大学附属昌平高等学校通信制課程
福島大学附属中学校 
郡山学院高等専修学校 
会津若松市立東山小学校
会津若松市立一箕中学校 
浅川町立里白石小学校 
浅川町立山白石小学校
猪苗代町立吾妻小学校 
石川町立石川中学校 
石川町立沢田小学校
石川町立野木沢小学校 
いわき市立永崎小学校 
いわき市立菊田小学校
いわき市立久之浜第一小学校 
いわき市立宮小学校 
いわき市立好間第一小学校
いわき市立好間第三小学校 
いわき市立好間第四小学校 
いわき市立好間第二小学校
いわき市立好間中学校 
いわき市立江名小学校 
いわき市立四倉小学校
いわき市立汐見が丘小学校 
いわき市立鹿島小学校 
いわき市立小川小学校
いわき市立小川中学校 
いわき市立小名浜第一小学校 
いわき市立小名浜第三小学校
いわき市立小名浜東小学校 
いわき市立植田東中学校 
いわき市立赤井小学校
いわき市立川部小学校 
いわき市立大浦小学校 
いわき市立大野第二小学校
いわき市立大野中学校
いわき市立中央台南小学校 
いわき市立長倉小学校
いわき市立綴小学校 
いわき市立湯本第一小学校 
いわき市立湯本第一中学校
いわき市立湯本第三中学校 
いわき市立湯本第二小学校 
いわき市立藤間中学校
いわき市立藤原小学校 
いわき市立内郷第一中学校 
いわき市立内郷第二中学校
いわき市立内町小学校 
いわき市立磐崎小学校 
いわき市立平第一小学校
いわき市立平第五小学校 
いわき市立平第三小学校 
いわき市立平第四小学校
いわき市立平第二中学校 
いわき市立平第六小学校 
いわき市立勿来第三小学校
いわき市立勿来第二中学校 
いわき市立小名浜第二中学校 
いわき市立湯本第三小学校
いわき市立磐崎中学校 
いわき市立小名浜第一中学校
いわき市立大野第一小学校 
いわき市立玉川中学校 
いわき市立田人小中学校
いわき市立中央台南中学校 
いわき市立三和小学校 
いわき市立赤井中学校
いわき市立湯本第二中学校 
いわき市立郷ヶ丘小学校 
いわき市立上遠野小学校
いわき市立三和小学校 
いわき市立高久小学校 
いわき市立小玉小学校
いわき市立三和中学校 
いわき市立入遠野小学校 
いわき市立入遠野中学校

いわき市立渡辺小学校 
いわき市立江名中学校 
いわき市立小名浜西小学校
いわき市立上遠野中学校 
いわき市立夏井小学校
いわき市立勿来第一小学校
いわき市立久之浜中学校
小野町立飯豊小学校 
伊達市立月舘小学校
伊達市立上保原小学校 
伊達市立大田小学校 
伊達市立伊達中学校
伊達市立粟野小学校 
伊達市立柱沢小学校 
川俣町立川俣小学校
川俣町立山木屋中学校 
川俣町立飯坂小学校
川俣町立富田小学校
川俣町立川俣南小学校 
川俣町立川俣中学校 
喜多方市立塩川中学校
喜多方市立加納小学校 
喜多方市立喜多方第一中学校
喜多方市立高郷中学校
喜多方市立豊川小学校
喜多方市立姥堂小学校 
喜多方市立第三小学校
喜多方市立慶徳小学校 
喜多方市立上三宮小学校 
喜多方市立第二中学校
喜多方市立塩川小学校 
喜多方市立第三中学校 
喜多方市立堂島小学校
喜多方市立熊倉小学校 
喜多方市立駒形小学校 
国見町立国見小学校
国見町立県北中学校 
桑折町立醸芳中学校
桑折町立半田醸芳小学校
郡山市立栃山神小学校 
郡山市立谷田川小学校 
聖光学院高等学校
須賀川市立長沼中学校 
田村市立芦沢小学校 
田村市立関本小学校
楢葉町立楢葉南小学校 
楢葉町立楢葉北小学校 
楢葉町立楢葉中学校
松韻学園福島高等学校 
白河市立釜子小学校 
白河市立五箇小学校
白河市立信夫第二小学校
三島町立三島小学校 
三島町立三島中学校
南会津町立荒海中学校 
南会津町立荒海小学校 
南会津町立田島小学校
南会津町立田島中学校 
南会津町立舘岩小学校 
富岡町立富岡第一・第二小学校
西郷村立西郷第一中学校 
西郷村立川谷小学校
西会津町立西会津小学校
西会津町立西会津中学校 
平田村立小平小学校 
福島県立喜多方桐桜高等学校
福島県立二本松工業高等学 
福島県立平養護学校 
福島県立西会津高等学校
福島市立下川崎小学校 
福島市立岳陽中学校 
福島市立吉井田小学校
福島市立金谷川小学校 
福島市立信陵中学校 
福島市立水原小学校
福島市立杉妻小学校 
福島市立瀬上小学校 
福島市立清水小学校
福島市立清水中学校 
福島市立清明小学校 
福島市立西根中学校
福島市立青木小学校 
福島市立大久保小学校 
福島市立大森小学校
福島市立大鳥中学校 
福島市立鳥川小学校 
福島市立渡利小学校
福島市立渡利中学校 
福島市立湯野小学校 
福島市立南向台小学校
福島市立飯坂小学校 
福島市立福島第一中学校 
福島市立福島第三小学校
福島市立福島第三中学校 
福島市立福島第四小学校 
福島市立福島第二小学校
福島市立福島第二中学校 
福島市立蓬莱中学校 
福島市立蓬莱東小学校
福島市立野田小学校 
福島市立蓬莱小学校 
福島市立御山小学校
福島市立鎌田小学校 
福島市立佐倉小学校 
福島市立庭塚小学校
福島市立余目小学校 
福島市立北沢又小学校 
福島市立水保小学校
福島市立平田小学校 
福島市立森合小学校 
福島市立荒井小学校
福島市立東湯野小学校 
本宮市立白沢中学校 
矢祭町立関岡小学校
柳津町立柳津小学校 
柳津町立西山小学校 
柳津町立会津柳津学園中学校
湯川村立笈川小学校 
湯川村立湯川中学校 
湯川村立勝常小学校
【 東 京 都 】
杉並区立杉並第十小学校 
杉並区立和田中学校 
杉並区立第六小学校
杉並区立高南中学校 
大田区立石川台中学校 
青梅市立吹上中学校
青梅市立泉中学校校区 
青梅市立第一小学校 
青梅市立第一中学校
青梅市立第二中学校 
青梅市立第七中学校 
青梅市立霞台中学校
青梅市立若草小学校 
東京都立つばさ総合高等学校 
東京都立田園調布高等学校
東京都立美原高等学校 
東京都立総合工科高等学校 
東京都立荻窪高等学校
東久留米市立大門中学校 
多摩市立鶴牧中学校 
小笠原村立小笠原小学校
小笠原村立小笠原中学校 
武蔵野市立桜野小学校 
八王子市立陵南中学校
八王子市立第五小学校 
港区立白金の丘学園小学校ＰＴＡ
【 埼 玉 県 】
ふじみ野市立花の木中学校 
吉川市立南中学校
春日部市立谷原中学校
埼玉県立伊奈学園中学校 
埼玉県立越ヶ谷高等学校 
埼玉県立越生高等学校
埼玉県立滑川総合高等学校 
埼玉県立久喜工業高等学校 
埼玉県立坂戸高等学校
埼玉県立所沢西高等学校 
埼玉県立所沢中央高等学校 
埼玉県立庄和高等学校
埼玉県立松山高等学校 
埼玉県立上尾高等学校 
埼玉県立上尾鷹の台高等学校
埼玉県立上尾南高等学校 
埼玉県立深谷第一高等学校 
埼玉県立進修館高等学校
埼玉県立大宮工業高等学校 
埼玉県立大宮東高等学校 
埼玉県立八潮高等学校
埼玉県立鳩山高等学校 
埼玉県立坂戸西高等学校 
埼玉県立大宮光陵高等学校
埼玉県立児玉高等学校 
埼玉県立蓮田松韻高等学校 
埼玉県立所沢商業高等学校
埼玉県立熊谷工業高等学校 
埼玉県立日高高等学校 
埼玉県立松伏高等学校
埼玉県立特別支援学校羽生ふじ高等学園 
埼玉県立川越西高等学校 
埼玉県立小鹿野高等学校
埼玉県立春日部女子高等学校 
埼玉県立特別支援学校塙保己一学園 
埼玉県立行田特別支援学校
埼玉県立熊谷西高等学校 
埼玉県立深谷高等学校 
埼玉県立幸手桜高等学校
埼玉県立北本高等学校 
埼玉県立南稜高等学校 
埼玉県立大宮中央高等学校（通信制）
埼玉県立春日部高等学校 
埼玉県立和光高等学校 
埼玉県立飯能高等学校
さいたま市立与野東中学校 
三郷市立彦糸中学校 
三郷市立彦成中学校
三郷市立瑞穂中学校 
飯能市立吾野小学校 
飯能市立飯能第二小学校
飯能市立加治中学校 
毛呂山町立川角小学校 
毛呂山町立川角中学校
和光市立広沢小学校 

和光市立大和中学校 
和光市立第三中学校
和光市立新倉小学校 
北本市立西中学校 
北本市立東中学校
北本市立東小学校 
北本市立栄小学校 
北本市立石戸小学校
北本市立西小学校 
北本市立南小学校 
富士見市立西中学校
星槎学園大宮校
【 千 葉 県 】
千葉県立船橋二和高等学校 
千葉県立船橋高等学校定時制 
千葉県立浦安高等学校
一宮町立一宮小学校 
一宮町立一宮中学校 
浦安市立美浜南小学校
浦安市立美浜北小学校PTA 
白井市立南山中学校 
成田市立公津の杜小学校
成田市立公津の杜中学校 
成田市立西中学校 
成田市立下総みどり学園
成田市立吾妻中学校 
茂原市立東郷小学校 
茂原市立東中学校
茂原市立二宮小学校 
茂原市立冨士見中学校 
松戸市立松戸高等学校
総合医療センター附属看護専門学校 
八千代市立阿蘇中学校
【 茨 城 県 】
坂東市立岩井第一小学校 
石岡市立国府中学校 
水戸市立赤塚中学校
青葉台初等学部 
日立市立金沢小学校 
日立市立台原中学校
鉾田市立旭中学校 
鉾田市立野友小学校 
北茨城市立中郷第一小学校
【 栃 木 県 】
小山市立豊田南小学校 
小山市立大谷中学校 
栃木県立鹿沼東高等学校
栃木県立鹿沼南高等学校 
栃木市立栃木第四小学校 
栃木市立南小学校
栃木市立栃木南中学校 
壬生町立南犬飼中学校
壬生町立安塚小学校
壬生町立稲葉小学校 
壬生町立壬生東小学校 
壬生町立壬生中学校
壬生町立睦小学校 
壬生町立壬生北小学校 
壬生町立壬生小学校
壬生町立羽生田小学校
【 群 馬 県 】
群馬県立高崎商業高等学校 
群馬県立前橋商業高等学校 
群馬県立伊勢崎商業高等学校
群馬県立盲学校 
群馬県立渋川工業高等学校定時制 
群馬県立高崎工業高校定時制
群馬大学教育学部附属特別支援学校 
甘楽町立小幡小学校 
甘楽町立甘楽中学校
利根沼田学校組合立利根商業高等学校 
下仁田町立下仁田小学校 
下仁田町立下仁田中学校
【 山 梨 県 】
市川三郷町立上野小学校 
市川三郷町立三珠中学校 
身延町立身延小学校
身延町立身延中学校 
身延町立大河内小学校 
身延町立下山小学校
鳴沢村立鳴沢小学校 
南部町立栄小学校 
南部町立南部中学校
南部町立富河小学校 
南部町立睦合小学校 
富士河口湖町立河口湖北中学校
富士河口湖町立河口小学校 
富士河口湖町立勝山中学校 
富士河口湖町立西浜小学校
富士河口湖町立大石小学校 
富士河口湖町立大嵐小学校 
富士河口湖町立富士豊茂小学校
富士河口湖町立小立小学校 
富士河口湖町立船津小学校 
富士川町立鰍沢中学校
富士川町立鰍沢小学校 
富士川町立増穂中学校 
富士学苑高等学校
北杜市立長坂小学校 
北杜市立長坂中学校 
山梨県立峡南高等学校
山梨県立富士北稜高等学校
【 神 奈 川 県 】
本郷特別支援学校 
横浜市立東鴨居中学校 
川崎市立下沼部小学校
二宮町立二宮小学校
【 新 潟 県 】
阿賀野市立京ヶ瀬中学校 
阿賀野市立水原小学校 
阿賀野市立水原中学校
阿賀野市立分田小学校 
阿賀野市立堀越小学校 
阿賀野市立笹神中学校
阿賀野市立笹岡小学校 
阿賀野市立赤坂小学校 
阿賀野市立神山小学校
阿賀野市立安田中学校 
阿賀野市立京ヶ瀬小学校 
阿賀町立津川小学校
五泉市立川東中学校 
五泉市立川東小学校 
五泉市立愛宕小学校
五泉市立五泉小学校 
五泉市立五泉中学校 
五泉市立巣本小学校
五泉市立橋田小学校 
五泉市立村松桜中学校 
五泉市立村松小学校
五泉市立五泉南小学校 
加茂市立加茂西小学校 
三条市立第三中学校
佐渡市立佐和田中学校 
新発田市立第一中学校 
聖籠町立亀代小学校
聖籠町立聖籠中学校 
聖籠町立蓮野小学校 
田上町立田上小学校
新潟市立岡方第一小学校 
新潟市立西特別支援学校 
村上市立小川小学校
村上市立岩船小学校 
村上市立瀬波小学校 
村上市立神納東小学校
村上市立朝日中学校 
村上市立塩野町小学校 
村上市立朝日みどり小学校
村上市立猿沢小学校 
村上市立神林中学校 
新潟県立柏崎翔洋中等教育学校
新潟県立五泉特別支援学校 
新潟県立新潟向陽高等学校 
新潟県立西蒲高等特別支援学校
新潟県立月ヶ岡特別支援学校 
燕市立松長小学校 
燕市立吉田中学校
燕市立燕北中学校 
燕市立燕北小学校 
燕市立分水中学校
長岡英智高等学校
長岡市立新町小学校 
長岡市立関原中学校
見附市立今町中学校 
見附市立南中学校
【 長 野 県 】
上田市立塩尻小学校 
上田市立塩川小学校 
上田市立塩田西小学校
上田市立丸子中央小学校 
上田市立丸子中学校 
上田市立丸子北小学校
上田市立丸子北中学校
上田市立城下小学校 
上田市立神科小学校
上田市立神川小学校 
上田市立西小学校
上田市立西内小学校
上田市立川西小学校 
上田市立第二中学校 
上田市立東塩田小学校
上田市立南小学校 
上田市立豊殿小学校 
上田市立本原小学校
上田市立第四中学校 
上田市立塩田中学校 
上田市立長小学校
上田市立傍陽小学校 
上田市立中塩田小学校 
川上村立川上第二小学校
北相木村立北相木小学校 
喬木村立喬木中学校 
喬木村立喬木第一小学校
喬木村立喬木第二小学校 
松川町立松川中学校 
松本市立旭町中学校
松本市立開成中学校 
松本市立寿小学校 
松本市立信明中学校
松本市立筑摩野中学校 
松本市立田川小学校 
松本市立島立小学校
松本市立波田小学校 
松本市立波田中学校 

松本市立中山小学校
松本市立松島中学校
長野県上田染谷丘高等学校 
長野県立寿台養護学校
長野県立上田高等学校 
長野県立豊科高等学校 
長野県立松本蟻ケ崎高等学校
長野県若槻養護学校 
長野県塩尻志学館高等学校 
長野県長野ろう学校
【 岐 阜 県 】
郡上市立明宝小学校 
岐阜市立看護専門学校
【 石 川 県 】
石川県立いしかわ特別支援学校 
石川県立加賀高等学校 
石川県立金沢中央高等学校
石川県立金沢錦丘中学校 
石川県立明和特別支援学校 
石川県立門前高等学校
石川県立小松北高等学校 
石川県立ろう学校 
石川県立寺井高等学校
石川県立七尾特別支援学校 
金沢市立内川小中学校 
小松市立東陵小学校
津幡町立中条小学校 
津幡町立津幡南中学校 
津幡町立条南小学校
津幡町立津幡中学校 
津幡町立津幡小学校 
白山市立河内小学校
白山市立蝶屋小学校 
宝達志水町立相見小学校 
羽咋市立邑知小学校
羽咋市立羽咋小学校 
羽咋市立瑞穂小学校 
羽咋市立邑知中学校
羽咋市立西北台小学校 
羽咋市立羽咋中学校 
輪島市立大屋小学校
輪島市立河原田小学校
輪島市立町野小学校 
輪島市立門前東小学校
輪島市立門前中学校 
輪島市立河井小学校 
輪島市立鳳至小学校
輪島市立門前西小学校
【 福 井 県 】
福井県立足羽高等学校 
越前町立越前中学校 
越前町立四ヶ浦小学校
坂井市立加戸小学校 
坂井市立木部小学校 
坂井市立坂井中学校
坂井市立三国西小学校 
坂井市立大関小学校 
坂井市立平章小学校
坂井市立丸岡中学校 
坂井市立三国北小学校 
坂井市立三国中学校
坂井市立丸岡南中学校 
坂井市立明章小学校 
坂井市立鳴鹿小学校
坂井市立磯部小学校 
坂井市立高椋小学校 
鯖江市立鯖江中学校
福井県立科学技術高等学校
【 愛 知 県 】
NSA高等学院 
名古屋みらい高等学院 
阿久比町立東部小学校
安城市立今池小学校 
安城市立梨の里小学校
【 静 岡 県 】
静岡県立沼津工業高等学校 
静岡県立東部特別支援学校伊豆高原分校 
静岡県立東部特別支援学校
熱海市立泉小中学校
【 大 阪 府 】
河内長野市石仏小学校 
河内長野市立南花台中学校 
大阪府立交野支援学校
大阪府立交野支援学校四條畷校 
大阪府立岸和田支援学校 
大阪府立光陽支援学校
大阪府立堺支援学校 
大阪府立思斉支援学校 
大阪府立東住吉支援学校
大阪府立住之江支援学校 
大阪府立東淀川支援学校 
大阪府立藤井寺支援学校
大阪府立茨木工科高等学校 
大阪府立西淀川特別支援学校
大阪市立白鷺中学校
大阪府立守口支援学校 
堺市立堺高等学校 
交野市立岩船小学校
阪南市立尾崎中学校 
柏原市立国分中学校 
八尾市立曙川中学校
八尾市立大正中学校 
八尾市立亀井中学校 
八尾市立志紀中学校
八尾市立竹渕小学校 
八尾市立南高安中学校 
八尾市立志紀小学校
八尾市立龍華中学校 
八尾市立桂中学校 
八尾市立久宝寺中学校
八尾市立桂小学校
八尾市立東中学校
【 兵 庫 県 】
兵庫県立神崎高等学校 
兵庫県立姫路商業高等学校 
芦屋市立山手中学校
芦屋市立潮見中学校 
伊丹市立荒牧中学校 
高砂市立荒井小学校
高砂市立伊保小学校 
高砂市立松陽中学校 
高砂市立曽根小学校
高砂市立竜山中学校 
高砂市立鹿島中学校 
高砂市立北浜小学校
高砂市立阿弥陀小学校 
高砂市立米田西小学校 
市川町立甘地小学校
市川町立市川中学校 
市川町立川辺小学校 
市川町立鶴居小学校
市川町立鶴居中学校 
神河町立越知谷小学校 
神河町立寺前小学校
神河町立神崎小学校 
神河町立神河中学校 
神河町立長谷小学校
神戸市立垂水中学校 
神戸市立平野中学校 
神戸市立櫨谷小学校
神戸市立山田小学校 
神戸市立広陵中学校 
神戸市立青陽須磨支援学校
神戸市立垂水東中学校 
神戸市立いぶき明生支援学校
神戸市立藍那小学校
神戸市立星陵台中学校 
神戸市立高和小学校 
神戸市立山田中学校
神戸市立神陵台中学校 
神戸市立井吹西小学校 
神戸市立竜が台中学校
神戸市立有馬小学校 
宝塚市立西谷小学校 
丹波市立新井小学校
丹波市立小川小学校 
丹波市立春日中学校 
丹波市立春日部小学校
丹波市立上久下小学校 
丹波市立久下小学校 
丹波市立三輪小学校
丹波市立進修小学校 
丹波市立中央小学校 
丹波市立船城小学校
丹波市立柏原中学校 
西脇市立桜丘小学校 
姫路市立花田中学校
姫路市立安富南小学校 
姫路市立中寺小学校 
姫路市立坊勢小学校
姫路市立広畑第二小学校 
姫路市立広畑中学校 
姫路市立広畑小学校
姫路市立上菅小学校 
姫路市立莇野小学校 
姫路市立林田中学校
姫路市立安富北小学校 
姫路市立置塩中学校 
姫路市立書写中学校
福崎町立高岡小学校 
福崎町立八千種小学校 
福崎町立福崎西中学校
福崎町立福崎東中学校 
多可町立八千代小学校 
多可町立八千代中学校
多可町立松井小学校 
多可町立中町北小学校 
多可町立中町中学校
養父市立伊佐小学校
【 京 都 府 】
綾部市立綾部中学校 
綾部市立西八田小学校 
綾部市立東綾小学校
綾部市立東綾中学校 
綾部市立東八田小学校 
綾部市立八田中学校
綾部市立豊里小学校 
綾部市立何北中学校 
綾部市立豊里中学校
綾部市立東綾小中学校一貫校 
学校法人聖ヨゼフ学園 
三和学園
日星高等学校

京丹波町立和知小学校 
京丹波町立和知中学校
京都共栄学園 
舞鶴市立明倫小学校 
東山中学高等学校
福知山市立庵我小学校 
福知山市立修斉小学校 
福知山市立上豊富小学校
福知山市立雀部小学校 
福知山市立成仁小学校 
福知山市立大正小学校
福知山市立惇明小学校 
福知山市立細見小学校 
福知山市立中六人部小学校
福知山市立桃映中学校 
福知山市立川口中学校 
福知山市立天津小学校
福知山市夜久野学園 
福知山成美高等学校 
宮津市立府中小学校
【 滋 賀 県 】
滋賀県立信楽高等学校 
栗東市立金勝小学校 
栗東市立栗東中学校
栗東市立治田小学校 
栗東市立治田西小学校 
栗東市立治田東小学校
栗東市立大宝小学校 
栗東市立大宝西小学校 
栗東市立葉山東小学校
栗東市立栗東西中学校 
甲賀健康医療専門学校
甲賀市立甲南第一小学校
甲賀市立佐山小学校 
甲賀市立山内小学校 
甲賀市立城山中学校
甲賀市立信楽小学校 
甲賀市立信楽中学校 
甲賀市立水口小学校
甲賀市立大野小学校 
甲賀市立土山小学校 
甲賀市立土山中学校
甲賀市立伴谷東小学校 
甲賀市立柏木小学校 
甲賀市立甲南中学校
甲賀市立甲南第二小学校 
甲賀市立甲南第三小学校 
米原市立柏原小学校
米原市立山東小学校 
米原市立大原小学校 
米原市立伊吹小学校
米原市立春照小学校 
米原市立米原小学校 
米原市立河南小学校
米原市立坂田小学校 
米原市立息長小学校 
米原市立柏原中学校
米原市立大東中学校 
米原市立伊吹山中学校 
米原市立米原中学校
米原市立河南中学校 
米原市立双葉中学校
【 奈 良 県 】
天理市立福住小学校 
天理市立福住中学校 
奈良県立山辺高等学校
奈良県立山辺高等学校　山添分校
【 和 歌 山 県 】
かつらぎ町立笠田中学校 
かつらぎ町立梁瀬小学校 
かつらぎ町立妙寺中学校
紀美野町立野上中学校 
すさみ町立周参見小学校 
すさみ町立周参見中学校
みなべ町立岩代小学校 
みなべ町立上南部小学校 
海南市立亀川小学校
海南市立亀川中学校 
海南市立大野小学校 
海南市立北野上小学校
海南市立大東小学校 
海南市立下津小学校 
海南市立下津第二中学校
海南市立海南中学校 
海南市立黒江小学校 
海南市立日方小学校
海南市立加茂川幼稚園・小学校 
海南市立第三中学校 
海南市立巽小学校
海南市立下津第一中学校 
海南市立東海南中学校 
海南市立海南下津高等学校
海南市立巽中学校 
海南市立内海小学校 
海南市立中野上小学校
和歌山工業高等専門学校
【 鳥 取 県 】
境港市立第二中学校 
境港市立余子小学校 
境港市立上道小学校
境港市立誠道小学校 
米子市立河崎小学校 
米子市立住吉小学校
米子市立大篠津小学校 
米子市立義方小学校 
米子市立尚徳小学校
米子市立福生西小学校 
米子市立弓ヶ浜中学校 
米子市立福生東小学校
米子市立崎津小学校 
米子市立福米西小学校 
米子市立啓成小学校
米子市立箕蚊屋小学校 
米子市立美保中学校 
米子市立東山中学校
米子市立車尾小学校 
米子市立後藤ヶ丘中学校 
米子市立淀江小学校
米子市立福米中学校 
米子市立和田小学校
【 島 根 県 】
安来市立荒島小学校 
安来市立第三中学校 
安来市立飯梨小学校
奥出雲町立仁多中学校 
奥出雲町立阿井小学校 
大田市立第三中学校
大田市立五十猛小学校 
島根県立三刀屋高等学校 
島根県立三刀屋高等学校掛合分校
浜田市立旭中学校 
浜田市立岡見小学校 
浜田市立国府小学校
浜田市立旭小学校 
浜田市立三階小学校 
浜田市立三隅小学校
浜田市立三隅中学校 
浜田市立周布小学校 
浜田市立第三中学校
浜田市立第四中学校 
浜田市立雲城小学校 
浜田市立金城中学校
益田市立吉田南小学校
【 岡 山 県 】
赤磐市立笹岡小学校 
赤磐市立石相小学校 
赤磐市立豊田小学校
岡山県立岡山東商業高等学校 
岡山市立妹尾中学校 
岡山市立光南台中学校
岡山市立千種小学校 
岡山市立瀬戸中学校 
岡山市立高島中学校
岡山市立東山中学校 
岡山市立福渡小学校 
岡山市立竹枝小学校
岡山市立富山中学校 
岡山市立御南中学校 
鏡野町立奥津小学校
鹿島朝日高等学校 
新見市立神代小学校 
新見市立新見南小学校
新見市立新見南中学校 
新見市立思誠小学校 
新見市立萬歳小学校
新見市立高尾小学校 
新見市立新見第一中学校 
新見市立西方小学校
新見市立野馳小学校 
新見市立哲西中学校 
新見市立井倉小学校
新見市立哲多中学校 
新見市立草間台小学校 
新見市立本郷小学校
新見市立上市小学校 
新見市立塩城小学校 
備前市立伊里中学校
備前市立東鶴山小学校
備前市立片上小学校 
興譲館高等学校
【 広 島 県 】
広島県立広島中央特別支援学校 
学校法人　盈進学園 
広島市立黄金山小学校
広島市立三田小学校 
広島市立大河小学校 
広島市立矢野中学校
広島市立白木中学校 
広島市立高南小学校 
広島市立落合小学校
広島市立亀崎中学校 
広島市立日浦小学校 
広島市立井原小学校
広島市立似島小学校 
広島市立矢野南小学校 
広島市立翠町小学校
広島市立福木中学校 
広島市立福木小学校 
東広島市立河内小学校
東広島市立河内中学校 
東広島市立志和堀小学校 
東広島市立久芳小学校
東広島市立板城西小学校 

広島市立似島中学校 
東広島市立西志和小学校
東広島市立福富中学校 
東広島市立東志和小学校 
福山市立山手小学校
【 山 口 県 】
山口県立周防大島高等学校 
山口県立山口南総合支援学校 
岩国市立岩国小学校
岩国市立岩国西中学校 
岩国市立岩国中学校 
岩国市立錦清流小学校
岩国市立玖珂小学校 
岩国市立杭名小学校 
岩国市立高森小学校
岩国市立周東中学校 
岩国市立川下小学校 
岩国市立川下中学校
岩国市立東小学校 
岩国市立東中学校 
岩国市立灘中学校
岩国市立米川小学校
岩国市立通津小学校 
岩国市立美和東小学校
岩国市立そお小学校 
岩国市立由宇中学校 
岩国市立通津中学校
岩国市立平田中学校 
岩国市立玖珂中学校 
岩国市立河内小学校
岩国市立美和西小学校 
岩国市立由西小学校 
岩国市立平田小学校
岩国市立灘小学校 
岩国市立藤河小学校 
岩国市立修成小学校
岩国市立麻里布小学校 
岩国市立由宇小学校 
岩国市立美和中学校
岩国市立愛宕小学校 
岩国市立柱野小学校 
岩国市立川上小学校
岩国市立御庄小学校 
岩国市立美川小学校 
岩国市立中洋小学校
岩国市立小瀬小学校 
岩国市立周北小学校 
岩国市立装港小学校
岩国市立本郷中学校 
岩国市立本郷小学校 
岩国市立神東小学校
岩国市立麻里布中学校 
岩国市立錦中学校 
宇部市立船木小学校
宇部市立神原小学校 
宇部市立岬小学校 
宇部市立吉部小学校
宇部市立鵜ノ島小学校 
宇部市立万倉小学校 
宇部市立川上小学校
宇部市立厚東川中学校 
宇部市立西宇部小学校 
宇部市立藤山小学校
宇部市立厚東小学校 
宇部市立小野小学校 
宇部市立常盤中学校
宇部市立西岐波小学校 
宇部市立西岐波中学校 
宇部市立楠中学校
宇部市立恩田小学校 
宇部市立上宇部中学校 
宇部市立原小学校
宇部市立上宇部小学校 
宇部市立東岐波中学校 
宇部市立黒石小学校
宇部市立小羽山小学校 
宇部市立桃山中学校 
宇部市立新川小学校
宇部市立二俣瀬小学校 
宇部市立川上中学校 
宇部市立東岐波小学校
宇部市立厚南中学校 
上関町立上関小学校 
上関町立上関中学校
山陽小野田市立厚狭中学校 
山陽小野田市立厚陽小中学校 
下松市立中村小学校
下松市立東陽小学校 
下松市立久保小学校 
下松市立豊井小学校
下松市立花岡小学校 
周南市立熊毛中学校 
周南市立今宿小学校
周南市立住吉中学校 
周南市立沼城小学校 
周南市立須々万中学校
周防大島町立安下庄小学校 
周防大島町立安下庄中学校 
周防大島町立久賀小学校
周防大島町立東和中学校 
周防大島町立明新小学校 
田布施町立城南小学校
田布施町立田布施中学校 
萩市立萩西中学校 
萩市立須佐中学校
美祢市立大嶺中学校 
美祢市立於福小学校 
防府市立佐波小学校
柳井市立新庄小学校 
柳井市立大畠小学校 
柳井市立日積小学校
柳井市立柳井小学校 
柳井市立柳東小学校 
柳井市立余田小学校
柳井市立柳北小学校 
柳井市立大畠中学校 
柳井市立柳井西中学校
柳井市立柳井中学校 
柳井市立柳井南中学校 
柳井市立柳井南小学校
山口市立阿東東中学校 
山口市立宮野小学校 
山口市立小郡小学校
山口市立小郡中学校 
山口市立小郡南小学校 
山口市立小鯖小学校
山口市立上郷小学校 
山口市立大海小学校 
山口市立島地小学校
山口市立陶小学校 
山口市立徳佐小学校 
山口市立白石中学校
山口市立八坂小学校 
山口市立良城小学校 
山口市立名田島小学校
山口市立徳地中学校 
山口市立宮野中学校 
山口市立大内南小学校
山口市立大内中学校 
晃英館中学校
【 徳 島 県 】
土佐市立高岡第一小学校 
土佐市立波介小学校 
土佐市立新居小学校
土佐市立土佐南中学校 
土佐市立高岡第二小学校 
徳島県立ひのみね支援学校
小松島市小松島中学校 
小松島市立小松島南中学校 
小松島市櫛渕小学校
【 高 知 県 】
高知県立幡多農業高等学校 
高知市立一ツ橋小学校 
高知市立布師田小学校
高知市立三里小学校 
高知市立小高坂小学校 
四万十市立具同小学校
四万十市立中村南小学校 
四万十市立中村中学校 
四万十市立中村小学校
四万十市立東中筋小学校 
四万十市立八束小学校 
四万十市立東山小学校
四万十市立竹島小学校 
四万十市立中村西中学校 
四万十市立下田小学校
四万十市立西土佐小学校 
四万十市立八束中学校 
四万十市立中筋小学校
四万十町立川口小学校 
四万十町立北ノ川小学校・中学校 
四万十町立窪川小学校
宿毛市立宿毛小学校 
須崎市立多ノ郷小学校 
津野町立葉山中学校
津野町立東津野中学校 
土佐清水市立清水小学校 
土佐清水市立清水中学校
土佐清水市立下ノ加江小学校 
黒潮町立佐賀小学校 
黒潮町立入野小学校
黒潮町立南郷小学校 
黒潮町立佐賀中学校 
黒潮町立大方中学校
黒潮町立三浦小学校 
中土佐町立大野見中学校 
中土佐町立上ノ加江小学校
中土佐町立上ノ加江中学校 
中土佐町立久礼中学校 
中土佐町立久礼小学校
中土佐町立大野見小学校 
三原村立三原小学校 
山田養護学校田野分校
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テクノミックスの『安心メールシステム』は
全国4,056 の県警察・自治体・学校・保育園・幼稚園等で採用されています。
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