
小 学 校 の 一 覧

・北海道 岩見沢市立中央小学校

・北海道 釧路町立富原小学校

・北海道 札幌市立光陽小学校

・北海道 札幌市立北白石小学校

・北海道 津別町立津別小学校

・北海道 北見市立中央小学校

・北海道 湧別町立上湧別小学校

・青森県 八戸市立新井田小学校

・岩手県 奥州市立衣川小学校

・岩手県 盛岡市立見前小学校

・宮城県 岩沼市立岩沼西小学校

・宮城県 聖ウルスラ学院英智小学校

・宮城県 仙台市立中野栄小学校

・宮城県 名取市立那智が丘小学校

・秋田県 横手市立小学校

・福島県 いわき市立平第三小学校

・茨城県 牛久市立岡田小学校

・茨城県 古河市立上辺見小学校

・茨城県 陽光台小学校

・栃木県 足利市立山前小学校

・栃木県 栃木県足利市立南小学校

・埼玉県 さいたま市立西原小学校

・埼玉県 久喜市立栗橋小学校

・埼玉県 戸田市立戸田第二小学校

・埼玉県 志木市立志木第二小学校

・埼玉県 上尾市立富士見小学校

・埼玉県 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校

・埼玉県 川越市立新宿小学校

・埼玉県 川口市立芝樋ノ爪小学校

・千葉県 松戸市立六実小学校

・千葉県 印西市立滝野小学校

・千葉県 暁星国際流山小学校

・千葉県 市原市立牛久小学校

・千葉県 市川小学校

・千葉県 松戸市立稔台小学校

・千葉県 成田市立向台小学校

・千葉県 船橋市立飯山満小学校

・千葉県 柏市教育委員会

・千葉県 柏市立旭東小学校

・千葉県 柏市立逆井小学校

・千葉県 柏市立高田小学校

・千葉県 柏市立高柳西小学校

・千葉県 柏市立手賀東小学校

・千葉県 柏市立酒井根西小学校

・北海道 釧路市立鳥取西小学校

・北海道 札幌市立開成小学校

・北海道 札幌市立山鼻小学校

・北海道 小樽市立朝里小学校

・北海道 日高町立富川小学校

・北海道 網走市立西小学校

・青森県 十和田市立南小学校

・岩手県 フリースクール花鶏学苑小中等部・高等部

・岩手県 宮古市立山口小学校

・岩手県 盛岡市立大新小学校

・宮城県 宮城県大崎市立古川第一小学校

・宮城県 仙台市立黒松小学校

・宮城県 仙台市立北仙台小学校

・宮城県 利府町立利府小学校

・山形県 天童市立長岡小学校

・茨城県 学校法人三育学院久慈川三育小学校

・茨城県 古河市立古河第三小学校

・茨城県 守谷市立郷州小学校

・茨城県 龍ケ崎市立城ノ内小学校

・栃木県 足利市立毛野小学校

・群馬県 高崎市立箕輪小学校

・埼玉県 越谷市立大袋北小学校

・埼玉県 戸田市立戸田第一小学校

・埼玉県 埼玉県朝霞市立朝霞第一小学校

・埼玉県 春日部市立八木崎小学校

・埼玉県 新座市立東北小学校

・埼玉県 川越市立上戸小学校

・埼玉県 川口市立慈林小学校

・埼玉県 朝霞市立朝霞第八小学校

・千葉県 印西市立船穂小学校

・千葉県 学校法人昭和学院昭和学院小学校

・千葉県 香取市立佐原小学校

・千葉県 市川市立南新浜小学校

・千葉県 習志野市立実花小学校

・千葉県 成田高等学校付属小学校

・千葉県 千葉市立稲丘小学校

・千葉県 袖ケ浦市立長浦小学校

・千葉県 柏市立旭小学校

・千葉県 柏市立花野井小学校

・千葉県 柏市立光ヶ丘小学校

・千葉県 柏市立高柳小学校

・千葉県 柏市立手賀西小学校

・千葉県 柏市立酒井根小学校

・千葉県 柏市立酒井根東小学校

・千葉県 柏市立十余二小学校

・千葉県 柏市立松葉第二小学校

・千葉県 柏市立増尾西小学校

・千葉県 柏市立大津ケ丘第一小学校

・千葉県 柏市立中原小学校

・千葉県 柏市立田中北小学校

・千葉県 柏市立土南部小学校

・千葉県 柏市立柏の葉小学校

・千葉県 柏市立柏第五小学校

・千葉県 柏市立柏第四小学校

・千葉県 柏市立柏第二小学校

・千葉県 柏市立柏第六小学校

・千葉県 柏市立富勢西小学校

・千葉県 柏市立風早南部小学校

・千葉県 柏市立豊小学校

・千葉県 流山市立長崎小学校

・東京都 学校法人トキワ松学園トキワ松学園小学校

・東京都 学校法人武蔵野東学園武蔵野東小学校

・東京都 晃華学園小学校

・東京都 江戸川区立第六葛西小学校

・東京都 港区立御成門小学校

・東京都 港区立笄小学校

・東京都 私立聖徳学園小学校

・東京都 世田谷区立玉川小学校

・東京都 清瀬市立清瀬第八小学校

・東京都 千代田区立和泉小学校

・東京都 大田区立道塚小学校

・東京都 東京創価小学校

・東京都 東京都立水元小合学園

・東京都 八王子市立由木東小学校

・東京都 武蔵村山市立第八小学校

・東京都 目黒区立田道小学校

・神奈川県 横浜市立寺尾小学校

・神奈川県 横浜市立洋光台第一小学校

・神奈川県 川崎市立下沼部小学校

・神奈川県 ＬＣＡ国際小学校

・神奈川県 横浜市立永田台小学校

・神奈川県 横浜市立下和泉小学校

・神奈川県 横浜市立三保小学校

・神奈川県 横浜市立西前小学校

・神奈川県 横浜市立川上北小学校

・神奈川県 横浜市立善部小学校

・神奈川県 横浜市立柏尾小学校

・神奈川県 横浜市立緑小学校

・神奈川県 学校法人湘南学園湘南学園小学校

・神奈川県 森村学園初等部

・神奈川県 聖ヨゼフ学園小学校

・神奈川県 相模原市立上溝南小学校

・千葉県 柏市立松葉第一小学校

・千葉県 柏市立西原小学校

・千葉県 柏市立大津ヶ丘第一小学校

・千葉県 柏市立大津ヶ丘第二小学校

・千葉県 柏市立田中小学校

・千葉県 柏市立土小学校

・千葉県 柏市立藤心小学校

・千葉県 柏市立柏第一小学校

・千葉県 柏市立柏第三小学校

・千葉県 柏市立柏第七小学校

・千葉県 柏市立柏第八小学校

・千葉県 柏市立富勢小学校

・千葉県 柏市立富勢東小学校

・千葉県 柏市立風早北部小学校

・千葉県 柏市立名戸ヶ谷小学校

・東京都 あきる野市立東秋留小学校

・東京都 学校法人川村学園小学校

・東京都 学校法人明星学苑明星小学校

・東京都 江戸川区立下鎌田東小学校

・東京都 江東区立南陽小学校

・東京都 港区立青山小学校

・東京都 荒川区立第七峡田小学校

・東京都 小金井市立小金井第一小学校

・東京都 世田谷区立千歳小学校

・東京都 清瀬市立清瀬第六小学校

・東京都 足立区立千寿小学校

・東京都 中野区立平和の森小学校

・東京都 東京都立鹿本学園

・東京都 東星学園小学校

・東京都 板橋区立金沢小学校

・東京都 墨田区立業平小学校

・神奈川県 横浜市立港北小学校

・神奈川県 横浜市立鉄小学校

・神奈川県 横浜市立洋光台第三小学校

・神奈川県 平塚市立港小学校

・神奈川県 浦島小学校

・神奈川県 横浜市立下野庭小学校

・神奈川県 横浜市立三ツ境小学校

・神奈川県 横浜市立西寺尾第二小学校

・神奈川県 横浜市立青葉台小学校

・神奈川県 横浜市立川和東小学校

・神奈川県 横浜市立長津田第二小学校

・神奈川県 横浜市立本牧小学校

・神奈川県 海老名市立上星小学校

・神奈川県 山田小学校

・神奈川県 精華小学校

・神奈川県 川崎市立東門前小学校

・神奈川県 谷本小学校

・神奈川県 南吉田小学校

・神奈川県 平塚市立旭小学校

・神奈川県 屏風浦小学校

・新潟県 新潟市立西内野小学校

・富山県 高岡市立定塚小学校

・富山県 山室小学校

・福井県 敦賀市立松原小学校

・福井県 鯖江市河和田小学校

・福井県 敦賀市立敦賀南小学校

・長野県 安曇野市立豊科南小学校

・長野県 塩尻市立広丘小学校

・長野県 佐久市立岸野小学校

・長野県 長野県箕輪町立箕輪中部小学校

・岐阜県 各務原市立稲羽西小学校

・岐阜県 岐阜市立早田小学校

・岐阜県 那加第二小学校

・岐阜県 揖斐川町立揖斐小学校

・静岡県 掛川市立土方小学校

・静岡県 菊川市立六郷小学校

・静岡県 三島市立佐野小学校

・静岡県 静岡市立清水岡小学校

・静岡県 静岡市立竜南小学校

・静岡県 袋井市立袋井西小学校

・静岡県 熱海市立伊豆山小学校

・静岡県 富士市立富士第二小学校

・愛知県 愛西市立立田南部小学校

・愛知県 愛知県あま市立美和小学校

・愛知県 愛知県常滑市立鬼崎南小学校

・愛知県 岡崎市立美合小学校

・愛知県 春日井市立北城小学校

・愛知県 大府市立共和西小学校

・愛知県 半田市立半田小学校

・愛知県 豊田市立挙母小学校

・愛知県 名古屋市立当知小学校

・三重県 松阪市立第四小学校

・滋賀県 吉身小学校

・滋賀県 栗東市立金勝小学校

・滋賀県 湖南市立菩提寺小学校

・京都府 京田辺市立松井ケ丘小学校

・京都府 京都聖母学院小学校

・京都府 長岡京市立神足小学校

・大阪府 貝塚市立西小学校

・大阪府 貝塚市立南小学校

・大阪府 高槻市立阿武山小学校

・大阪府 守口市立八雲小学校

・大阪府 吹田市立吹田南小学校

・大阪府 大阪市立茨田北小学校

・大阪府 大阪市立加美南部小学校

・神奈川県 浜松市立中郡小学校

・神奈川県 平塚市立真土小学校

・新潟県 新潟市立亀田西小学校

・新潟県 新潟市立東中野山小学校

・富山県 国立富山大学人間発達科学部附属特別支援学校

・富山県 射水市立大門小学校

・福井県 あわら市金津小学校

・福井県 鯖江市鯖江東小学校

・山梨県 北杜市立泉小学校

・長野県 伊那市立伊那東小学校

・長野県 国立信州大学教育学部付属松本小学校

・長野県 上田市立川辺小学校

・長野県 箕輪町立箕輪中部小学校

・岐阜県 岐阜市立厚見小学校

・岐阜県 御嵩小学校

・岐阜県 美濃加茂市立山手小学校

・静岡県 掛川市立大渕小学校

・静岡県 菊川市立横地小学校

・静岡県 湖西市立新居小学校

・静岡県 静岡県教育委員会

・静岡県 静岡市立西奈南小学校

・静岡県 袋井市立今井小学校

・静岡県 袋井市立袋井北小学校

・静岡県 富士市立大淵第一小学校

・静岡県 北浜小学校

・愛知県 愛知教育大学附属名古屋小学校

・愛知県 愛知県江南市立布袋小学校

・愛知県 安城市立桜林小学校

・愛知県 出川小学校

・愛知県 西尾市立西尾小学校

・愛知県 南山大学附属小学校

・愛知県 豊川市立一宮東部小学校

・愛知県 名古屋市立大清水小学校

・三重県 桑名市立多度中小学校

・三重県 名張市立名張小学校

・滋賀県 近江八幡市立武佐小学校

・滋賀県 湖南市立石部南小学校

・京都府 久御山町立佐山小学校

・京都府 京都市立川岡東小学校

・京都府 国立京都教育大学附属特別支援学校小学部

・大阪府 さだ西小学校

・大阪府 貝塚市立中央小学校

・大阪府 学校法人四條畷学園四條畷学園小学校

・大阪府 私立建国小学校

・大阪府 寝屋川市立南小学校

・大阪府 摂津市立別府小学校

・大阪府 大阪市立榎並小学校

・大阪府 大阪市立関目東小学校

・大阪府 大阪市立喜連小学校

・大阪府 大阪市立三軒家東小学校

・大阪府 大阪市立大和田小学校

・大阪府 大阪市立長吉出戸小学校

・大阪府 大阪市立東小橋小学校

・大阪府 大阪市立堀江小学校

・大阪府 大阪信愛学院小学校

・大阪府 田尻町立小学校

・大阪府 東大阪市立加納小学校

・大阪府 東大阪市立義務教育学校池島学園小学校

・大阪府 枚方市立山之上小学校

・兵庫県 稲美町立加古小学校

・兵庫県 関西学院初等部

・兵庫県 新温泉町立浜坂北小学校

・兵庫県 神戸市立西灘小学校

・兵庫県 神戸市立美賀多台小学校

・兵庫県 淡路市立大町小学校

・兵庫県 尼崎市立上坂部小学校

・兵庫県 尼崎市立立花南小学校

・兵庫県 百合学院小学校

・兵庫県 兵庫県立こやの里特別支援学校

・兵庫県 豊岡市立新田小学校

・奈良県 葛城市立磐城小学校

・奈良県 奈良市立朱雀小学校

・奈良県 奈良市立平城小学校

・和歌山県 和歌山市立貴志南小学校

・岡山県 岡山市立陵南小学校

・岡山県 倉敷市立菅生小学校

・広島県 広島市立宇品東小学校

・広島県 広島市立翠町小学校

・山口県 山口県立宇部総合支援学校

・福岡県 行橋市立行橋北小学校

・福岡県 筑後市立羽犬塚小学校

・福岡県 田川市立田川小学校

・福岡県 福岡県豊前市立角田小学校

・福岡県 福智町立市場小学校

・熊本県 健軍小学校

・宮崎県 宮崎県立赤江まつばら支援学校小学部

・鹿児島県 池田小学校

・沖縄県 宜野湾市立はごろも小学校

・沖縄県 城西小学校

・沖縄県 那覇市立真和志小学校

・ シンガポール日本人学校小学部チャンギ校

・大阪府 大阪市立阪南小学校

・大阪府 大阪市立山之内小学校

・大阪府 大阪市立中野小学校

・大阪府 大阪市立佃小学校

・大阪府 大阪市立波除小学校

・大阪府 大阪市立堀川小学校

・大阪府 田原小学校

・大阪府 島本町立第二小学校

・大阪府 東大阪市立花園北小学校

・大阪府 豊中市立東泉丘小学校

・大阪府 和泉市立和気小学校

・兵庫県 加古川市立浜の宮小学校

・兵庫県 洲本市立洲本第二小学校

・兵庫県 神戸海星女子学院小学校

・兵庫県 神戸市立青陽須磨支援学校

・兵庫県 神戸市立福池小学校

・兵庫県 猪名川町立つつじが丘小学校

・兵庫県 尼崎市立塚口小学校

・兵庫県 姫路市立豊富小学校

・兵庫県 兵庫教育大学附属小学校

・兵庫県 豊岡市立城崎小学校

・兵庫県 明石市立山手小学校

・奈良県 香芝市立旭ケ丘小学校

・奈良県 奈良市立伏見南小学校

・奈良県 奈良市立六条小学校

・岡山県 岡山市立芳泉小学校ひばり分校

・岡山県 学校法人就実学園就実小学校

・岡山県 備前市立日生西小学校

・広島県 広島市立可部南小学校

・山口県 厚狭小学校

・香川県 高松市立牟礼北小学校

・福岡県 糸島市立南風小学校

・福岡県 田川市立大藪小学校

・福岡県 飯塚市立立岩小学校

・福岡県 福岡市立松島小学校

・福岡県 明治学園小学校

・熊本県 合志市立西合志中央小学校

・鹿児島県 学校法人三育学院鹿児島三育小学校

・沖縄県 浦添市立内間小学校

・沖縄県 宜野湾小学校

・沖縄県 当山小学校

・ シンガポール日本人学校小学部クレメンティ校

・ ムンバイ日本人学校



・北海道 岩見沢市立中央小学校

・北海道 釧路町立富原小学校

・北海道 札幌市立光陽小学校

・北海道 札幌市立北白石小学校

・北海道 津別町立津別小学校

・北海道 北見市立中央小学校

・北海道 湧別町立上湧別小学校

・青森県 八戸市立新井田小学校

・岩手県 奥州市立衣川小学校

・岩手県 盛岡市立見前小学校

・宮城県 岩沼市立岩沼西小学校

・宮城県 聖ウルスラ学院英智小学校

・宮城県 仙台市立中野栄小学校

・宮城県 名取市立那智が丘小学校

・秋田県 横手市立小学校

・福島県 いわき市立平第三小学校

・茨城県 牛久市立岡田小学校

・茨城県 古河市立上辺見小学校

・茨城県 陽光台小学校

・栃木県 足利市立山前小学校

・栃木県 栃木県足利市立南小学校

・埼玉県 さいたま市立西原小学校

・埼玉県 久喜市立栗橋小学校

・埼玉県 戸田市立戸田第二小学校

・埼玉県 志木市立志木第二小学校

・埼玉県 上尾市立富士見小学校

・埼玉県 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校

・埼玉県 川越市立新宿小学校

・埼玉県 川口市立芝樋ノ爪小学校

・千葉県 松戸市立六実小学校

・千葉県 印西市立滝野小学校

・千葉県 暁星国際流山小学校

・千葉県 市原市立牛久小学校

・千葉県 市川小学校

・千葉県 松戸市立稔台小学校

・千葉県 成田市立向台小学校

・千葉県 船橋市立飯山満小学校

・千葉県 柏市教育委員会

・千葉県 柏市立旭東小学校

・千葉県 柏市立逆井小学校

・千葉県 柏市立高田小学校

・千葉県 柏市立高柳西小学校

・千葉県 柏市立手賀東小学校

・千葉県 柏市立酒井根西小学校

・北海道 釧路市立鳥取西小学校

・北海道 札幌市立開成小学校

・北海道 札幌市立山鼻小学校

・北海道 小樽市立朝里小学校

・北海道 日高町立富川小学校

・北海道 網走市立西小学校

・青森県 十和田市立南小学校

・岩手県 フリースクール花鶏学苑小中等部・高等部

・岩手県 宮古市立山口小学校

・岩手県 盛岡市立大新小学校

・宮城県 宮城県大崎市立古川第一小学校

・宮城県 仙台市立黒松小学校

・宮城県 仙台市立北仙台小学校

・宮城県 利府町立利府小学校

・山形県 天童市立長岡小学校

・茨城県 学校法人三育学院久慈川三育小学校

・茨城県 古河市立古河第三小学校

・茨城県 守谷市立郷州小学校

・茨城県 龍ケ崎市立城ノ内小学校

・栃木県 足利市立毛野小学校

・群馬県 高崎市立箕輪小学校

・埼玉県 越谷市立大袋北小学校

・埼玉県 戸田市立戸田第一小学校

・埼玉県 埼玉県朝霞市立朝霞第一小学校

・埼玉県 春日部市立八木崎小学校

・埼玉県 新座市立東北小学校

・埼玉県 川越市立上戸小学校

・埼玉県 川口市立慈林小学校

・埼玉県 朝霞市立朝霞第八小学校

・千葉県 印西市立船穂小学校

・千葉県 学校法人昭和学院昭和学院小学校

・千葉県 香取市立佐原小学校

・千葉県 市川市立南新浜小学校

・千葉県 習志野市立実花小学校

・千葉県 成田高等学校付属小学校

・千葉県 千葉市立稲丘小学校

・千葉県 袖ケ浦市立長浦小学校

・千葉県 柏市立旭小学校

・千葉県 柏市立花野井小学校

・千葉県 柏市立光ヶ丘小学校

・千葉県 柏市立高柳小学校

・千葉県 柏市立手賀西小学校

・千葉県 柏市立酒井根小学校

・千葉県 柏市立酒井根東小学校

・千葉県 柏市立十余二小学校

・千葉県 柏市立松葉第二小学校

・千葉県 柏市立増尾西小学校

・千葉県 柏市立大津ケ丘第一小学校

・千葉県 柏市立中原小学校

・千葉県 柏市立田中北小学校

・千葉県 柏市立土南部小学校

・千葉県 柏市立柏の葉小学校

・千葉県 柏市立柏第五小学校

・千葉県 柏市立柏第四小学校

・千葉県 柏市立柏第二小学校

・千葉県 柏市立柏第六小学校

・千葉県 柏市立富勢西小学校

・千葉県 柏市立風早南部小学校

・千葉県 柏市立豊小学校

・千葉県 流山市立長崎小学校

・東京都 学校法人トキワ松学園トキワ松学園小学校

・東京都 学校法人武蔵野東学園武蔵野東小学校

・東京都 晃華学園小学校

・東京都 江戸川区立第六葛西小学校

・東京都 港区立御成門小学校

・東京都 港区立笄小学校

・東京都 私立聖徳学園小学校

・東京都 世田谷区立玉川小学校

・東京都 清瀬市立清瀬第八小学校

・東京都 千代田区立和泉小学校

・東京都 大田区立道塚小学校

・東京都 東京創価小学校

・東京都 東京都立水元小合学園

・東京都 八王子市立由木東小学校

・東京都 武蔵村山市立第八小学校

・東京都 目黒区立田道小学校

・神奈川県 横浜市立寺尾小学校

・神奈川県 横浜市立洋光台第一小学校

・神奈川県 川崎市立下沼部小学校

・神奈川県 ＬＣＡ国際小学校

・神奈川県 横浜市立永田台小学校

・神奈川県 横浜市立下和泉小学校

・神奈川県 横浜市立三保小学校

・神奈川県 横浜市立西前小学校

・神奈川県 横浜市立川上北小学校

・神奈川県 横浜市立善部小学校

・神奈川県 横浜市立柏尾小学校

・神奈川県 横浜市立緑小学校

・神奈川県 学校法人湘南学園湘南学園小学校

・神奈川県 森村学園初等部

・神奈川県 聖ヨゼフ学園小学校

・神奈川県 相模原市立上溝南小学校

・千葉県 柏市立松葉第一小学校

・千葉県 柏市立西原小学校

・千葉県 柏市立大津ヶ丘第一小学校

・千葉県 柏市立大津ヶ丘第二小学校

・千葉県 柏市立田中小学校

・千葉県 柏市立土小学校

・千葉県 柏市立藤心小学校

・千葉県 柏市立柏第一小学校

・千葉県 柏市立柏第三小学校

・千葉県 柏市立柏第七小学校

・千葉県 柏市立柏第八小学校

・千葉県 柏市立富勢小学校

・千葉県 柏市立富勢東小学校

・千葉県 柏市立風早北部小学校

・千葉県 柏市立名戸ヶ谷小学校

・東京都 あきる野市立東秋留小学校

・東京都 学校法人川村学園小学校

・東京都 学校法人明星学苑明星小学校

・東京都 江戸川区立下鎌田東小学校

・東京都 江東区立南陽小学校

・東京都 港区立青山小学校

・東京都 荒川区立第七峡田小学校

・東京都 小金井市立小金井第一小学校

・東京都 世田谷区立千歳小学校

・東京都 清瀬市立清瀬第六小学校

・東京都 足立区立千寿小学校

・東京都 中野区立平和の森小学校

・東京都 東京都立鹿本学園

・東京都 東星学園小学校

・東京都 板橋区立金沢小学校

・東京都 墨田区立業平小学校

・神奈川県 横浜市立港北小学校

・神奈川県 横浜市立鉄小学校

・神奈川県 横浜市立洋光台第三小学校

・神奈川県 平塚市立港小学校

・神奈川県 浦島小学校

・神奈川県 横浜市立下野庭小学校

・神奈川県 横浜市立三ツ境小学校

・神奈川県 横浜市立西寺尾第二小学校

・神奈川県 横浜市立青葉台小学校

・神奈川県 横浜市立川和東小学校

・神奈川県 横浜市立長津田第二小学校

・神奈川県 横浜市立本牧小学校

・神奈川県 海老名市立上星小学校

・神奈川県 山田小学校

・神奈川県 精華小学校

・神奈川県 川崎市立東門前小学校

・神奈川県 谷本小学校

・神奈川県 南吉田小学校

・神奈川県 平塚市立旭小学校

・神奈川県 屏風浦小学校

・新潟県 新潟市立西内野小学校

・富山県 高岡市立定塚小学校

・富山県 山室小学校

・福井県 敦賀市立松原小学校

・福井県 鯖江市河和田小学校

・福井県 敦賀市立敦賀南小学校

・長野県 安曇野市立豊科南小学校

・長野県 塩尻市立広丘小学校

・長野県 佐久市立岸野小学校

・長野県 長野県箕輪町立箕輪中部小学校

・岐阜県 各務原市立稲羽西小学校

・岐阜県 岐阜市立早田小学校

・岐阜県 那加第二小学校

・岐阜県 揖斐川町立揖斐小学校

・静岡県 掛川市立土方小学校

・静岡県 菊川市立六郷小学校

・静岡県 三島市立佐野小学校

・静岡県 静岡市立清水岡小学校

・静岡県 静岡市立竜南小学校

・静岡県 袋井市立袋井西小学校

・静岡県 熱海市立伊豆山小学校

・静岡県 富士市立富士第二小学校

・愛知県 愛西市立立田南部小学校

・愛知県 愛知県あま市立美和小学校

・愛知県 愛知県常滑市立鬼崎南小学校

・愛知県 岡崎市立美合小学校

・愛知県 春日井市立北城小学校

・愛知県 大府市立共和西小学校

・愛知県 半田市立半田小学校

・愛知県 豊田市立挙母小学校

・愛知県 名古屋市立当知小学校

・三重県 松阪市立第四小学校

・滋賀県 吉身小学校

・滋賀県 栗東市立金勝小学校

・滋賀県 湖南市立菩提寺小学校

・京都府 京田辺市立松井ケ丘小学校

・京都府 京都聖母学院小学校

・京都府 長岡京市立神足小学校

・大阪府 貝塚市立西小学校

・大阪府 貝塚市立南小学校

・大阪府 高槻市立阿武山小学校

・大阪府 守口市立八雲小学校

・大阪府 吹田市立吹田南小学校

・大阪府 大阪市立茨田北小学校

・大阪府 大阪市立加美南部小学校

・神奈川県 浜松市立中郡小学校

・神奈川県 平塚市立真土小学校

・新潟県 新潟市立亀田西小学校

・新潟県 新潟市立東中野山小学校

・富山県 国立富山大学人間発達科学部附属特別支援学校

・富山県 射水市立大門小学校

・福井県 あわら市金津小学校

・福井県 鯖江市鯖江東小学校

・山梨県 北杜市立泉小学校

・長野県 伊那市立伊那東小学校

・長野県 国立信州大学教育学部付属松本小学校

・長野県 上田市立川辺小学校

・長野県 箕輪町立箕輪中部小学校

・岐阜県 岐阜市立厚見小学校

・岐阜県 御嵩小学校

・岐阜県 美濃加茂市立山手小学校

・静岡県 掛川市立大渕小学校

・静岡県 菊川市立横地小学校

・静岡県 湖西市立新居小学校

・静岡県 静岡県教育委員会

・静岡県 静岡市立西奈南小学校

・静岡県 袋井市立今井小学校

・静岡県 袋井市立袋井北小学校

・静岡県 富士市立大淵第一小学校

・静岡県 北浜小学校

・愛知県 愛知教育大学附属名古屋小学校

・愛知県 愛知県江南市立布袋小学校

・愛知県 安城市立桜林小学校

・愛知県 出川小学校

・愛知県 西尾市立西尾小学校

・愛知県 南山大学附属小学校

・愛知県 豊川市立一宮東部小学校

・愛知県 名古屋市立大清水小学校

・三重県 桑名市立多度中小学校

・三重県 名張市立名張小学校

・滋賀県 近江八幡市立武佐小学校

・滋賀県 湖南市立石部南小学校

・京都府 久御山町立佐山小学校

・京都府 京都市立川岡東小学校

・京都府 国立京都教育大学附属特別支援学校小学部

・大阪府 さだ西小学校

・大阪府 貝塚市立中央小学校

・大阪府 学校法人四條畷学園四條畷学園小学校

・大阪府 私立建国小学校

・大阪府 寝屋川市立南小学校

・大阪府 摂津市立別府小学校

・大阪府 大阪市立榎並小学校

・大阪府 大阪市立関目東小学校

・大阪府 大阪市立喜連小学校

・大阪府 大阪市立三軒家東小学校

・大阪府 大阪市立大和田小学校

・大阪府 大阪市立長吉出戸小学校

・大阪府 大阪市立東小橋小学校

・大阪府 大阪市立堀江小学校

・大阪府 大阪信愛学院小学校

・大阪府 田尻町立小学校

・大阪府 東大阪市立加納小学校

・大阪府 東大阪市立義務教育学校池島学園小学校

・大阪府 枚方市立山之上小学校

・兵庫県 稲美町立加古小学校

・兵庫県 関西学院初等部

・兵庫県 新温泉町立浜坂北小学校

・兵庫県 神戸市立西灘小学校

・兵庫県 神戸市立美賀多台小学校

・兵庫県 淡路市立大町小学校

・兵庫県 尼崎市立上坂部小学校

・兵庫県 尼崎市立立花南小学校

・兵庫県 百合学院小学校

・兵庫県 兵庫県立こやの里特別支援学校

・兵庫県 豊岡市立新田小学校

・奈良県 葛城市立磐城小学校

・奈良県 奈良市立朱雀小学校

・奈良県 奈良市立平城小学校

・和歌山県 和歌山市立貴志南小学校

・岡山県 岡山市立陵南小学校

・岡山県 倉敷市立菅生小学校

・広島県 広島市立宇品東小学校

・広島県 広島市立翠町小学校

・山口県 山口県立宇部総合支援学校

・福岡県 行橋市立行橋北小学校

・福岡県 筑後市立羽犬塚小学校

・福岡県 田川市立田川小学校

・福岡県 福岡県豊前市立角田小学校

・福岡県 福智町立市場小学校

・熊本県 健軍小学校

・宮崎県 宮崎県立赤江まつばら支援学校小学部

・鹿児島県 池田小学校

・沖縄県 宜野湾市立はごろも小学校

・沖縄県 城西小学校

・沖縄県 那覇市立真和志小学校

・ シンガポール日本人学校小学部チャンギ校

・大阪府 大阪市立阪南小学校

・大阪府 大阪市立山之内小学校

・大阪府 大阪市立中野小学校

・大阪府 大阪市立佃小学校

・大阪府 大阪市立波除小学校

・大阪府 大阪市立堀川小学校

・大阪府 田原小学校

・大阪府 島本町立第二小学校

・大阪府 東大阪市立花園北小学校

・大阪府 豊中市立東泉丘小学校

・大阪府 和泉市立和気小学校

・兵庫県 加古川市立浜の宮小学校

・兵庫県 洲本市立洲本第二小学校

・兵庫県 神戸海星女子学院小学校

・兵庫県 神戸市立青陽須磨支援学校

・兵庫県 神戸市立福池小学校

・兵庫県 猪名川町立つつじが丘小学校

・兵庫県 尼崎市立塚口小学校

・兵庫県 姫路市立豊富小学校

・兵庫県 兵庫教育大学附属小学校

・兵庫県 豊岡市立城崎小学校

・兵庫県 明石市立山手小学校

・奈良県 香芝市立旭ケ丘小学校

・奈良県 奈良市立伏見南小学校

・奈良県 奈良市立六条小学校

・岡山県 岡山市立芳泉小学校ひばり分校

・岡山県 学校法人就実学園就実小学校

・岡山県 備前市立日生西小学校

・広島県 広島市立可部南小学校

・山口県 厚狭小学校

・香川県 高松市立牟礼北小学校

・福岡県 糸島市立南風小学校

・福岡県 田川市立大藪小学校

・福岡県 飯塚市立立岩小学校

・福岡県 福岡市立松島小学校

・福岡県 明治学園小学校

・熊本県 合志市立西合志中央小学校

・鹿児島県 学校法人三育学院鹿児島三育小学校

・沖縄県 浦添市立内間小学校

・沖縄県 宜野湾小学校

・沖縄県 当山小学校

・ シンガポール日本人学校小学部クレメンティ校

・ ムンバイ日本人学校



・北海道 岩見沢市立中央小学校

・北海道 釧路町立富原小学校

・北海道 札幌市立光陽小学校

・北海道 札幌市立北白石小学校

・北海道 津別町立津別小学校

・北海道 北見市立中央小学校

・北海道 湧別町立上湧別小学校

・青森県 八戸市立新井田小学校

・岩手県 奥州市立衣川小学校

・岩手県 盛岡市立見前小学校

・宮城県 岩沼市立岩沼西小学校

・宮城県 聖ウルスラ学院英智小学校

・宮城県 仙台市立中野栄小学校

・宮城県 名取市立那智が丘小学校

・秋田県 横手市立小学校

・福島県 いわき市立平第三小学校

・茨城県 牛久市立岡田小学校

・茨城県 古河市立上辺見小学校

・茨城県 陽光台小学校

・栃木県 足利市立山前小学校

・栃木県 栃木県足利市立南小学校

・埼玉県 さいたま市立西原小学校

・埼玉県 久喜市立栗橋小学校

・埼玉県 戸田市立戸田第二小学校

・埼玉県 志木市立志木第二小学校

・埼玉県 上尾市立富士見小学校

・埼玉県 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校

・埼玉県 川越市立新宿小学校

・埼玉県 川口市立芝樋ノ爪小学校

・千葉県 松戸市立六実小学校

・千葉県 印西市立滝野小学校

・千葉県 暁星国際流山小学校

・千葉県 市原市立牛久小学校

・千葉県 市川小学校

・千葉県 松戸市立稔台小学校

・千葉県 成田市立向台小学校

・千葉県 船橋市立飯山満小学校

・千葉県 柏市教育委員会

・千葉県 柏市立旭東小学校

・千葉県 柏市立逆井小学校

・千葉県 柏市立高田小学校

・千葉県 柏市立高柳西小学校

・千葉県 柏市立手賀東小学校

・千葉県 柏市立酒井根西小学校

・北海道 釧路市立鳥取西小学校

・北海道 札幌市立開成小学校

・北海道 札幌市立山鼻小学校

・北海道 小樽市立朝里小学校

・北海道 日高町立富川小学校

・北海道 網走市立西小学校

・青森県 十和田市立南小学校

・岩手県 フリースクール花鶏学苑小中等部・高等部

・岩手県 宮古市立山口小学校

・岩手県 盛岡市立大新小学校

・宮城県 宮城県大崎市立古川第一小学校

・宮城県 仙台市立黒松小学校

・宮城県 仙台市立北仙台小学校

・宮城県 利府町立利府小学校

・山形県 天童市立長岡小学校

・茨城県 学校法人三育学院久慈川三育小学校

・茨城県 古河市立古河第三小学校

・茨城県 守谷市立郷州小学校

・茨城県 龍ケ崎市立城ノ内小学校

・栃木県 足利市立毛野小学校

・群馬県 高崎市立箕輪小学校

・埼玉県 越谷市立大袋北小学校

・埼玉県 戸田市立戸田第一小学校

・埼玉県 埼玉県朝霞市立朝霞第一小学校

・埼玉県 春日部市立八木崎小学校

・埼玉県 新座市立東北小学校

・埼玉県 川越市立上戸小学校

・埼玉県 川口市立慈林小学校

・埼玉県 朝霞市立朝霞第八小学校

・千葉県 印西市立船穂小学校

・千葉県 学校法人昭和学院昭和学院小学校

・千葉県 香取市立佐原小学校

・千葉県 市川市立南新浜小学校

・千葉県 習志野市立実花小学校

・千葉県 成田高等学校付属小学校

・千葉県 千葉市立稲丘小学校

・千葉県 袖ケ浦市立長浦小学校

・千葉県 柏市立旭小学校

・千葉県 柏市立花野井小学校

・千葉県 柏市立光ヶ丘小学校

・千葉県 柏市立高柳小学校

・千葉県 柏市立手賀西小学校

・千葉県 柏市立酒井根小学校

・千葉県 柏市立酒井根東小学校

・千葉県 柏市立十余二小学校

・千葉県 柏市立松葉第二小学校

・千葉県 柏市立増尾西小学校

・千葉県 柏市立大津ケ丘第一小学校

・千葉県 柏市立中原小学校

・千葉県 柏市立田中北小学校

・千葉県 柏市立土南部小学校

・千葉県 柏市立柏の葉小学校

・千葉県 柏市立柏第五小学校

・千葉県 柏市立柏第四小学校

・千葉県 柏市立柏第二小学校

・千葉県 柏市立柏第六小学校

・千葉県 柏市立富勢西小学校

・千葉県 柏市立風早南部小学校

・千葉県 柏市立豊小学校

・千葉県 流山市立長崎小学校

・東京都 学校法人トキワ松学園トキワ松学園小学校

・東京都 学校法人武蔵野東学園武蔵野東小学校

・東京都 晃華学園小学校

・東京都 江戸川区立第六葛西小学校

・東京都 港区立御成門小学校

・東京都 港区立笄小学校

・東京都 私立聖徳学園小学校

・東京都 世田谷区立玉川小学校

・東京都 清瀬市立清瀬第八小学校

・東京都 千代田区立和泉小学校

・東京都 大田区立道塚小学校

・東京都 東京創価小学校

・東京都 東京都立水元小合学園

・東京都 八王子市立由木東小学校

・東京都 武蔵村山市立第八小学校

・東京都 目黒区立田道小学校

・神奈川県 横浜市立寺尾小学校

・神奈川県 横浜市立洋光台第一小学校

・神奈川県 川崎市立下沼部小学校

・神奈川県 ＬＣＡ国際小学校

・神奈川県 横浜市立永田台小学校

・神奈川県 横浜市立下和泉小学校

・神奈川県 横浜市立三保小学校

・神奈川県 横浜市立西前小学校

・神奈川県 横浜市立川上北小学校

・神奈川県 横浜市立善部小学校

・神奈川県 横浜市立柏尾小学校

・神奈川県 横浜市立緑小学校

・神奈川県 学校法人湘南学園湘南学園小学校

・神奈川県 森村学園初等部

・神奈川県 聖ヨゼフ学園小学校

・神奈川県 相模原市立上溝南小学校

・千葉県 柏市立松葉第一小学校

・千葉県 柏市立西原小学校

・千葉県 柏市立大津ヶ丘第一小学校

・千葉県 柏市立大津ヶ丘第二小学校

・千葉県 柏市立田中小学校

・千葉県 柏市立土小学校

・千葉県 柏市立藤心小学校

・千葉県 柏市立柏第一小学校

・千葉県 柏市立柏第三小学校

・千葉県 柏市立柏第七小学校

・千葉県 柏市立柏第八小学校

・千葉県 柏市立富勢小学校

・千葉県 柏市立富勢東小学校

・千葉県 柏市立風早北部小学校

・千葉県 柏市立名戸ヶ谷小学校

・東京都 あきる野市立東秋留小学校

・東京都 学校法人川村学園小学校

・東京都 学校法人明星学苑明星小学校

・東京都 江戸川区立下鎌田東小学校

・東京都 江東区立南陽小学校

・東京都 港区立青山小学校

・東京都 荒川区立第七峡田小学校

・東京都 小金井市立小金井第一小学校

・東京都 世田谷区立千歳小学校

・東京都 清瀬市立清瀬第六小学校

・東京都 足立区立千寿小学校

・東京都 中野区立平和の森小学校

・東京都 東京都立鹿本学園

・東京都 東星学園小学校

・東京都 板橋区立金沢小学校

・東京都 墨田区立業平小学校

・神奈川県 横浜市立港北小学校

・神奈川県 横浜市立鉄小学校

・神奈川県 横浜市立洋光台第三小学校

・神奈川県 平塚市立港小学校

・神奈川県 浦島小学校

・神奈川県 横浜市立下野庭小学校

・神奈川県 横浜市立三ツ境小学校

・神奈川県 横浜市立西寺尾第二小学校

・神奈川県 横浜市立青葉台小学校

・神奈川県 横浜市立川和東小学校

・神奈川県 横浜市立長津田第二小学校

・神奈川県 横浜市立本牧小学校

・神奈川県 海老名市立上星小学校

・神奈川県 山田小学校

・神奈川県 精華小学校

・神奈川県 川崎市立東門前小学校

・神奈川県 谷本小学校

・神奈川県 南吉田小学校

・神奈川県 平塚市立旭小学校

・神奈川県 屏風浦小学校

・新潟県 新潟市立西内野小学校

・富山県 高岡市立定塚小学校

・富山県 山室小学校

・福井県 敦賀市立松原小学校

・福井県 鯖江市河和田小学校

・福井県 敦賀市立敦賀南小学校

・長野県 安曇野市立豊科南小学校

・長野県 塩尻市立広丘小学校

・長野県 佐久市立岸野小学校

・長野県 長野県箕輪町立箕輪中部小学校

・岐阜県 各務原市立稲羽西小学校

・岐阜県 岐阜市立早田小学校

・岐阜県 那加第二小学校

・岐阜県 揖斐川町立揖斐小学校

・静岡県 掛川市立土方小学校

・静岡県 菊川市立六郷小学校

・静岡県 三島市立佐野小学校

・静岡県 静岡市立清水岡小学校

・静岡県 静岡市立竜南小学校

・静岡県 袋井市立袋井西小学校

・静岡県 熱海市立伊豆山小学校

・静岡県 富士市立富士第二小学校

・愛知県 愛西市立立田南部小学校

・愛知県 愛知県あま市立美和小学校

・愛知県 愛知県常滑市立鬼崎南小学校

・愛知県 岡崎市立美合小学校

・愛知県 春日井市立北城小学校

・愛知県 大府市立共和西小学校

・愛知県 半田市立半田小学校

・愛知県 豊田市立挙母小学校

・愛知県 名古屋市立当知小学校

・三重県 松阪市立第四小学校

・滋賀県 吉身小学校

・滋賀県 栗東市立金勝小学校

・滋賀県 湖南市立菩提寺小学校

・京都府 京田辺市立松井ケ丘小学校

・京都府 京都聖母学院小学校

・京都府 長岡京市立神足小学校

・大阪府 貝塚市立西小学校

・大阪府 貝塚市立南小学校

・大阪府 高槻市立阿武山小学校

・大阪府 守口市立八雲小学校

・大阪府 吹田市立吹田南小学校

・大阪府 大阪市立茨田北小学校

・大阪府 大阪市立加美南部小学校

・神奈川県 浜松市立中郡小学校

・神奈川県 平塚市立真土小学校

・新潟県 新潟市立亀田西小学校

・新潟県 新潟市立東中野山小学校

・富山県 国立富山大学人間発達科学部附属特別支援学校

・富山県 射水市立大門小学校

・福井県 あわら市金津小学校

・福井県 鯖江市鯖江東小学校

・山梨県 北杜市立泉小学校

・長野県 伊那市立伊那東小学校

・長野県 国立信州大学教育学部付属松本小学校

・長野県 上田市立川辺小学校

・長野県 箕輪町立箕輪中部小学校

・岐阜県 岐阜市立厚見小学校

・岐阜県 御嵩小学校

・岐阜県 美濃加茂市立山手小学校

・静岡県 掛川市立大渕小学校

・静岡県 菊川市立横地小学校

・静岡県 湖西市立新居小学校

・静岡県 静岡県教育委員会

・静岡県 静岡市立西奈南小学校

・静岡県 袋井市立今井小学校

・静岡県 袋井市立袋井北小学校

・静岡県 富士市立大淵第一小学校

・静岡県 北浜小学校

・愛知県 愛知教育大学附属名古屋小学校

・愛知県 愛知県江南市立布袋小学校

・愛知県 安城市立桜林小学校

・愛知県 出川小学校

・愛知県 西尾市立西尾小学校

・愛知県 南山大学附属小学校

・愛知県 豊川市立一宮東部小学校

・愛知県 名古屋市立大清水小学校

・三重県 桑名市立多度中小学校

・三重県 名張市立名張小学校

・滋賀県 近江八幡市立武佐小学校

・滋賀県 湖南市立石部南小学校

・京都府 久御山町立佐山小学校

・京都府 京都市立川岡東小学校

・京都府 国立京都教育大学附属特別支援学校小学部

・大阪府 さだ西小学校

・大阪府 貝塚市立中央小学校

・大阪府 学校法人四條畷学園四條畷学園小学校

・大阪府 私立建国小学校

・大阪府 寝屋川市立南小学校

・大阪府 摂津市立別府小学校

・大阪府 大阪市立榎並小学校

・大阪府 大阪市立関目東小学校

・大阪府 大阪市立喜連小学校

・大阪府 大阪市立三軒家東小学校

・大阪府 大阪市立大和田小学校

・大阪府 大阪市立長吉出戸小学校

・大阪府 大阪市立東小橋小学校

・大阪府 大阪市立堀江小学校

・大阪府 大阪信愛学院小学校

・大阪府 田尻町立小学校

・大阪府 東大阪市立加納小学校

・大阪府 東大阪市立義務教育学校池島学園小学校

・大阪府 枚方市立山之上小学校

・兵庫県 稲美町立加古小学校

・兵庫県 関西学院初等部

・兵庫県 新温泉町立浜坂北小学校

・兵庫県 神戸市立西灘小学校

・兵庫県 神戸市立美賀多台小学校

・兵庫県 淡路市立大町小学校

・兵庫県 尼崎市立上坂部小学校

・兵庫県 尼崎市立立花南小学校

・兵庫県 百合学院小学校

・兵庫県 兵庫県立こやの里特別支援学校

・兵庫県 豊岡市立新田小学校

・奈良県 葛城市立磐城小学校

・奈良県 奈良市立朱雀小学校

・奈良県 奈良市立平城小学校

・和歌山県 和歌山市立貴志南小学校

・岡山県 岡山市立陵南小学校

・岡山県 倉敷市立菅生小学校

・広島県 広島市立宇品東小学校

・広島県 広島市立翠町小学校

・山口県 山口県立宇部総合支援学校

・福岡県 行橋市立行橋北小学校

・福岡県 筑後市立羽犬塚小学校

・福岡県 田川市立田川小学校

・福岡県 福岡県豊前市立角田小学校

・福岡県 福智町立市場小学校

・熊本県 健軍小学校

・宮崎県 宮崎県立赤江まつばら支援学校小学部

・鹿児島県 池田小学校

・沖縄県 宜野湾市立はごろも小学校

・沖縄県 城西小学校

・沖縄県 那覇市立真和志小学校

・ シンガポール日本人学校小学部チャンギ校

・大阪府 大阪市立阪南小学校

・大阪府 大阪市立山之内小学校

・大阪府 大阪市立中野小学校

・大阪府 大阪市立佃小学校

・大阪府 大阪市立波除小学校

・大阪府 大阪市立堀川小学校

・大阪府 田原小学校

・大阪府 島本町立第二小学校

・大阪府 東大阪市立花園北小学校

・大阪府 豊中市立東泉丘小学校

・大阪府 和泉市立和気小学校

・兵庫県 加古川市立浜の宮小学校

・兵庫県 洲本市立洲本第二小学校

・兵庫県 神戸海星女子学院小学校

・兵庫県 神戸市立青陽須磨支援学校

・兵庫県 神戸市立福池小学校

・兵庫県 猪名川町立つつじが丘小学校

・兵庫県 尼崎市立塚口小学校

・兵庫県 姫路市立豊富小学校

・兵庫県 兵庫教育大学附属小学校

・兵庫県 豊岡市立城崎小学校

・兵庫県 明石市立山手小学校

・奈良県 香芝市立旭ケ丘小学校

・奈良県 奈良市立伏見南小学校

・奈良県 奈良市立六条小学校

・岡山県 岡山市立芳泉小学校ひばり分校

・岡山県 学校法人就実学園就実小学校

・岡山県 備前市立日生西小学校

・広島県 広島市立可部南小学校

・山口県 厚狭小学校

・香川県 高松市立牟礼北小学校

・福岡県 糸島市立南風小学校

・福岡県 田川市立大藪小学校

・福岡県 飯塚市立立岩小学校

・福岡県 福岡市立松島小学校

・福岡県 明治学園小学校

・熊本県 合志市立西合志中央小学校

・鹿児島県 学校法人三育学院鹿児島三育小学校

・沖縄県 浦添市立内間小学校

・沖縄県 宜野湾小学校

・沖縄県 当山小学校

・ シンガポール日本人学校小学部クレメンティ校

・ ムンバイ日本人学校



・北海道 岩見沢市立中央小学校

・北海道 釧路町立富原小学校

・北海道 札幌市立光陽小学校

・北海道 札幌市立北白石小学校

・北海道 津別町立津別小学校

・北海道 北見市立中央小学校

・北海道 湧別町立上湧別小学校

・青森県 八戸市立新井田小学校

・岩手県 奥州市立衣川小学校

・岩手県 盛岡市立見前小学校

・宮城県 岩沼市立岩沼西小学校

・宮城県 聖ウルスラ学院英智小学校

・宮城県 仙台市立中野栄小学校

・宮城県 名取市立那智が丘小学校

・秋田県 横手市立小学校

・福島県 いわき市立平第三小学校

・茨城県 牛久市立岡田小学校

・茨城県 古河市立上辺見小学校

・茨城県 陽光台小学校

・栃木県 足利市立山前小学校

・栃木県 栃木県足利市立南小学校

・埼玉県 さいたま市立西原小学校

・埼玉県 久喜市立栗橋小学校

・埼玉県 戸田市立戸田第二小学校

・埼玉県 志木市立志木第二小学校

・埼玉県 上尾市立富士見小学校

・埼玉県 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校

・埼玉県 川越市立新宿小学校

・埼玉県 川口市立芝樋ノ爪小学校

・千葉県 松戸市立六実小学校

・千葉県 印西市立滝野小学校

・千葉県 暁星国際流山小学校

・千葉県 市原市立牛久小学校

・千葉県 市川小学校

・千葉県 松戸市立稔台小学校

・千葉県 成田市立向台小学校

・千葉県 船橋市立飯山満小学校

・千葉県 柏市教育委員会

・千葉県 柏市立旭東小学校

・千葉県 柏市立逆井小学校

・千葉県 柏市立高田小学校

・千葉県 柏市立高柳西小学校

・千葉県 柏市立手賀東小学校

・千葉県 柏市立酒井根西小学校

・北海道 釧路市立鳥取西小学校

・北海道 札幌市立開成小学校

・北海道 札幌市立山鼻小学校

・北海道 小樽市立朝里小学校

・北海道 日高町立富川小学校

・北海道 網走市立西小学校

・青森県 十和田市立南小学校

・岩手県 フリースクール花鶏学苑小中等部・高等部

・岩手県 宮古市立山口小学校

・岩手県 盛岡市立大新小学校

・宮城県 宮城県大崎市立古川第一小学校

・宮城県 仙台市立黒松小学校

・宮城県 仙台市立北仙台小学校

・宮城県 利府町立利府小学校

・山形県 天童市立長岡小学校

・茨城県 学校法人三育学院久慈川三育小学校

・茨城県 古河市立古河第三小学校

・茨城県 守谷市立郷州小学校

・茨城県 龍ケ崎市立城ノ内小学校

・栃木県 足利市立毛野小学校

・群馬県 高崎市立箕輪小学校

・埼玉県 越谷市立大袋北小学校

・埼玉県 戸田市立戸田第一小学校

・埼玉県 埼玉県朝霞市立朝霞第一小学校

・埼玉県 春日部市立八木崎小学校

・埼玉県 新座市立東北小学校

・埼玉県 川越市立上戸小学校

・埼玉県 川口市立慈林小学校

・埼玉県 朝霞市立朝霞第八小学校

・千葉県 印西市立船穂小学校

・千葉県 学校法人昭和学院昭和学院小学校

・千葉県 香取市立佐原小学校

・千葉県 市川市立南新浜小学校

・千葉県 習志野市立実花小学校

・千葉県 成田高等学校付属小学校

・千葉県 千葉市立稲丘小学校

・千葉県 袖ケ浦市立長浦小学校

・千葉県 柏市立旭小学校

・千葉県 柏市立花野井小学校

・千葉県 柏市立光ヶ丘小学校

・千葉県 柏市立高柳小学校

・千葉県 柏市立手賀西小学校

・千葉県 柏市立酒井根小学校

・千葉県 柏市立酒井根東小学校

・千葉県 柏市立十余二小学校

・千葉県 柏市立松葉第二小学校

・千葉県 柏市立増尾西小学校

・千葉県 柏市立大津ケ丘第一小学校

・千葉県 柏市立中原小学校

・千葉県 柏市立田中北小学校

・千葉県 柏市立土南部小学校

・千葉県 柏市立柏の葉小学校

・千葉県 柏市立柏第五小学校

・千葉県 柏市立柏第四小学校

・千葉県 柏市立柏第二小学校

・千葉県 柏市立柏第六小学校

・千葉県 柏市立富勢西小学校

・千葉県 柏市立風早南部小学校

・千葉県 柏市立豊小学校

・千葉県 流山市立長崎小学校

・東京都 学校法人トキワ松学園トキワ松学園小学校

・東京都 学校法人武蔵野東学園武蔵野東小学校

・東京都 晃華学園小学校

・東京都 江戸川区立第六葛西小学校

・東京都 港区立御成門小学校

・東京都 港区立笄小学校

・東京都 私立聖徳学園小学校

・東京都 世田谷区立玉川小学校

・東京都 清瀬市立清瀬第八小学校

・東京都 千代田区立和泉小学校

・東京都 大田区立道塚小学校

・東京都 東京創価小学校

・東京都 東京都立水元小合学園

・東京都 八王子市立由木東小学校

・東京都 武蔵村山市立第八小学校

・東京都 目黒区立田道小学校

・神奈川県 横浜市立寺尾小学校

・神奈川県 横浜市立洋光台第一小学校

・神奈川県 川崎市立下沼部小学校

・神奈川県 ＬＣＡ国際小学校

・神奈川県 横浜市立永田台小学校

・神奈川県 横浜市立下和泉小学校

・神奈川県 横浜市立三保小学校

・神奈川県 横浜市立西前小学校

・神奈川県 横浜市立川上北小学校

・神奈川県 横浜市立善部小学校

・神奈川県 横浜市立柏尾小学校

・神奈川県 横浜市立緑小学校

・神奈川県 学校法人湘南学園湘南学園小学校

・神奈川県 森村学園初等部

・神奈川県 聖ヨゼフ学園小学校

・神奈川県 相模原市立上溝南小学校

・千葉県 柏市立松葉第一小学校

・千葉県 柏市立西原小学校

・千葉県 柏市立大津ヶ丘第一小学校

・千葉県 柏市立大津ヶ丘第二小学校

・千葉県 柏市立田中小学校

・千葉県 柏市立土小学校

・千葉県 柏市立藤心小学校

・千葉県 柏市立柏第一小学校

・千葉県 柏市立柏第三小学校

・千葉県 柏市立柏第七小学校

・千葉県 柏市立柏第八小学校

・千葉県 柏市立富勢小学校

・千葉県 柏市立富勢東小学校

・千葉県 柏市立風早北部小学校

・千葉県 柏市立名戸ヶ谷小学校

・東京都 あきる野市立東秋留小学校

・東京都 学校法人川村学園小学校

・東京都 学校法人明星学苑明星小学校

・東京都 江戸川区立下鎌田東小学校

・東京都 江東区立南陽小学校

・東京都 港区立青山小学校

・東京都 荒川区立第七峡田小学校

・東京都 小金井市立小金井第一小学校

・東京都 世田谷区立千歳小学校

・東京都 清瀬市立清瀬第六小学校

・東京都 足立区立千寿小学校

・東京都 中野区立平和の森小学校

・東京都 東京都立鹿本学園

・東京都 東星学園小学校

・東京都 板橋区立金沢小学校

・東京都 墨田区立業平小学校

・神奈川県 横浜市立港北小学校

・神奈川県 横浜市立鉄小学校

・神奈川県 横浜市立洋光台第三小学校

・神奈川県 平塚市立港小学校

・神奈川県 浦島小学校

・神奈川県 横浜市立下野庭小学校

・神奈川県 横浜市立三ツ境小学校

・神奈川県 横浜市立西寺尾第二小学校

・神奈川県 横浜市立青葉台小学校

・神奈川県 横浜市立川和東小学校

・神奈川県 横浜市立長津田第二小学校

・神奈川県 横浜市立本牧小学校

・神奈川県 海老名市立上星小学校

・神奈川県 山田小学校

・神奈川県 精華小学校

・神奈川県 川崎市立東門前小学校

・神奈川県 谷本小学校

・神奈川県 南吉田小学校

・神奈川県 平塚市立旭小学校

・神奈川県 屏風浦小学校

・新潟県 新潟市立西内野小学校

・富山県 高岡市立定塚小学校

・富山県 山室小学校

・福井県 敦賀市立松原小学校

・福井県 鯖江市河和田小学校

・福井県 敦賀市立敦賀南小学校

・長野県 安曇野市立豊科南小学校

・長野県 塩尻市立広丘小学校

・長野県 佐久市立岸野小学校

・長野県 長野県箕輪町立箕輪中部小学校

・岐阜県 各務原市立稲羽西小学校

・岐阜県 岐阜市立早田小学校

・岐阜県 那加第二小学校

・岐阜県 揖斐川町立揖斐小学校

・静岡県 掛川市立土方小学校

・静岡県 菊川市立六郷小学校

・静岡県 三島市立佐野小学校

・静岡県 静岡市立清水岡小学校

・静岡県 静岡市立竜南小学校

・静岡県 袋井市立袋井西小学校

・静岡県 熱海市立伊豆山小学校

・静岡県 富士市立富士第二小学校

・愛知県 愛西市立立田南部小学校

・愛知県 愛知県あま市立美和小学校

・愛知県 愛知県常滑市立鬼崎南小学校

・愛知県 岡崎市立美合小学校

・愛知県 春日井市立北城小学校

・愛知県 大府市立共和西小学校

・愛知県 半田市立半田小学校

・愛知県 豊田市立挙母小学校

・愛知県 名古屋市立当知小学校

・三重県 松阪市立第四小学校

・滋賀県 吉身小学校

・滋賀県 栗東市立金勝小学校

・滋賀県 湖南市立菩提寺小学校

・京都府 京田辺市立松井ケ丘小学校

・京都府 京都聖母学院小学校

・京都府 長岡京市立神足小学校

・大阪府 貝塚市立西小学校

・大阪府 貝塚市立南小学校

・大阪府 高槻市立阿武山小学校

・大阪府 守口市立八雲小学校

・大阪府 吹田市立吹田南小学校

・大阪府 大阪市立茨田北小学校

・大阪府 大阪市立加美南部小学校

・神奈川県 浜松市立中郡小学校

・神奈川県 平塚市立真土小学校

・新潟県 新潟市立亀田西小学校

・新潟県 新潟市立東中野山小学校

・富山県 国立富山大学人間発達科学部附属特別支援学校

・富山県 射水市立大門小学校

・福井県 あわら市金津小学校

・福井県 鯖江市鯖江東小学校

・山梨県 北杜市立泉小学校

・長野県 伊那市立伊那東小学校

・長野県 国立信州大学教育学部付属松本小学校

・長野県 上田市立川辺小学校

・長野県 箕輪町立箕輪中部小学校

・岐阜県 岐阜市立厚見小学校

・岐阜県 御嵩小学校

・岐阜県 美濃加茂市立山手小学校

・静岡県 掛川市立大渕小学校

・静岡県 菊川市立横地小学校

・静岡県 湖西市立新居小学校

・静岡県 静岡県教育委員会

・静岡県 静岡市立西奈南小学校

・静岡県 袋井市立今井小学校

・静岡県 袋井市立袋井北小学校

・静岡県 富士市立大淵第一小学校

・静岡県 北浜小学校

・愛知県 愛知教育大学附属名古屋小学校

・愛知県 愛知県江南市立布袋小学校

・愛知県 安城市立桜林小学校

・愛知県 出川小学校

・愛知県 西尾市立西尾小学校

・愛知県 南山大学附属小学校

・愛知県 豊川市立一宮東部小学校

・愛知県 名古屋市立大清水小学校

・三重県 桑名市立多度中小学校

・三重県 名張市立名張小学校

・滋賀県 近江八幡市立武佐小学校

・滋賀県 湖南市立石部南小学校

・京都府 久御山町立佐山小学校

・京都府 京都市立川岡東小学校

・京都府 国立京都教育大学附属特別支援学校小学部

・大阪府 さだ西小学校

・大阪府 貝塚市立中央小学校

・大阪府 学校法人四條畷学園四條畷学園小学校

・大阪府 私立建国小学校

・大阪府 寝屋川市立南小学校

・大阪府 摂津市立別府小学校

・大阪府 大阪市立榎並小学校

・大阪府 大阪市立関目東小学校

・大阪府 大阪市立喜連小学校

・大阪府 大阪市立三軒家東小学校

・大阪府 大阪市立大和田小学校

・大阪府 大阪市立長吉出戸小学校

・大阪府 大阪市立東小橋小学校

・大阪府 大阪市立堀江小学校

・大阪府 大阪信愛学院小学校

・大阪府 田尻町立小学校

・大阪府 東大阪市立加納小学校

・大阪府 東大阪市立義務教育学校池島学園小学校

・大阪府 枚方市立山之上小学校

・兵庫県 稲美町立加古小学校

・兵庫県 関西学院初等部

・兵庫県 新温泉町立浜坂北小学校

・兵庫県 神戸市立西灘小学校

・兵庫県 神戸市立美賀多台小学校

・兵庫県 淡路市立大町小学校

・兵庫県 尼崎市立上坂部小学校

・兵庫県 尼崎市立立花南小学校

・兵庫県 百合学院小学校

・兵庫県 兵庫県立こやの里特別支援学校

・兵庫県 豊岡市立新田小学校

・奈良県 葛城市立磐城小学校

・奈良県 奈良市立朱雀小学校

・奈良県 奈良市立平城小学校

・和歌山県 和歌山市立貴志南小学校

・岡山県 岡山市立陵南小学校

・岡山県 倉敷市立菅生小学校

・広島県 広島市立宇品東小学校

・広島県 広島市立翠町小学校

・山口県 山口県立宇部総合支援学校

・福岡県 行橋市立行橋北小学校

・福岡県 筑後市立羽犬塚小学校

・福岡県 田川市立田川小学校

・福岡県 福岡県豊前市立角田小学校

・福岡県 福智町立市場小学校

・熊本県 健軍小学校

・宮崎県 宮崎県立赤江まつばら支援学校小学部

・鹿児島県 池田小学校

・沖縄県 宜野湾市立はごろも小学校

・沖縄県 城西小学校

・沖縄県 那覇市立真和志小学校

・ シンガポール日本人学校小学部チャンギ校

・大阪府 大阪市立阪南小学校

・大阪府 大阪市立山之内小学校

・大阪府 大阪市立中野小学校

・大阪府 大阪市立佃小学校

・大阪府 大阪市立波除小学校

・大阪府 大阪市立堀川小学校

・大阪府 田原小学校

・大阪府 島本町立第二小学校

・大阪府 東大阪市立花園北小学校

・大阪府 豊中市立東泉丘小学校

・大阪府 和泉市立和気小学校

・兵庫県 加古川市立浜の宮小学校

・兵庫県 洲本市立洲本第二小学校

・兵庫県 神戸海星女子学院小学校

・兵庫県 神戸市立青陽須磨支援学校

・兵庫県 神戸市立福池小学校

・兵庫県 猪名川町立つつじが丘小学校

・兵庫県 尼崎市立塚口小学校

・兵庫県 姫路市立豊富小学校

・兵庫県 兵庫教育大学附属小学校

・兵庫県 豊岡市立城崎小学校

・兵庫県 明石市立山手小学校

・奈良県 香芝市立旭ケ丘小学校

・奈良県 奈良市立伏見南小学校

・奈良県 奈良市立六条小学校

・岡山県 岡山市立芳泉小学校ひばり分校

・岡山県 学校法人就実学園就実小学校

・岡山県 備前市立日生西小学校

・広島県 広島市立可部南小学校

・山口県 厚狭小学校

・香川県 高松市立牟礼北小学校

・福岡県 糸島市立南風小学校

・福岡県 田川市立大藪小学校

・福岡県 飯塚市立立岩小学校

・福岡県 福岡市立松島小学校

・福岡県 明治学園小学校

・熊本県 合志市立西合志中央小学校

・鹿児島県 学校法人三育学院鹿児島三育小学校

・沖縄県 浦添市立内間小学校

・沖縄県 宜野湾小学校

・沖縄県 当山小学校

・ シンガポール日本人学校小学部クレメンティ校

・ ムンバイ日本人学校

※掲載順不同


