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１．業務の目的 
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１．業務の目的 

環境省では、平成 30 年６月に閣議決定された「第四次循環型社会形成推進基本計画」に基

づき、「限りある資源を未来につなぐ。今、僕らにできること。」をキーメッセージとして、

若年層を中心に、資源の重要性や３Ｒ（リデュース：廃棄物の発生抑制、リユース：繰り返

し長く使う、リサイクル：資源として再生利用）の取組を、サブカルチャーなどと連携した

コンテンツを通じて発信し、意識醸成や行動喚起を促進する Re-Style 事業を展開している

ところである。 

本業務は、中高生やユース層等（以下「若年層」という。）をコアターゲットに、３Ｒの活

動を広げるため、３Ｒに関する様々な情報を発信する情報発信サイト「Re-Style」（以下「本

サイト」という。）において、３Ｒ等への理解・意識醸成、日常生活へのフィードバック、

行動の定着等を図るべく、様々なコンテンツを制作・発信するとともに、本サイトと現実社

会（日常生活）の連動機会を創出する企画と、これに連動する国民の意識の醸成や具体的な

行動を促すことを目的とした行動喚起イベントを展開するものである。 
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２．業務の内容 

（１）情報発信サイト「Re-Style」の運営等 
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２．業務の内容 

（１）情報発信サイト「Re-Style」の運営等 

本サイト（https://www.re-style.env.go.jp/）に関するコンテンツの制作・掲載、情報更

新、問合せ対応、下記（２）～（６）で制作等するコンテンツ等に関する TOP ページの

更新や専用バナーの制作・設置等、関連する更新作業を実施したほか、統括的な運営に関

する業務を実施した。また、モバイル端末等からの閲覧に対応できるページを別途で作成

した。 

なお、制作したページの掲載は、環境省が提供するリモート接続機能（SSL VPN ）を

使用し、環境省ネットワークに接続の上、ファイルのアップロードを行った。 

 

 

■サイト更新スケジュール■ 

・2021.04.21 

「2020 年度選ぼう！キャンペーン」における資源削減量および再生資源使用量の集計結果

を公開 

 

・2021.5.22  

小学校中・高学年向け補助教材（冊子・動画） 

「みんなでまなぶ 3R」ダウンロードサイト開設 

 

・2021.7.1 

「Re-StyleDANCECUP」バナー＆リンク削除 

 

・2021.7.26 

「Re-Style パートナー企業」各企業情報の更新 

 

・2021.9.7 

「各種ツール データダウンロード」ページ 

３R パネルデータの差し替え 

３R ソングの ReGeneration、希望のしらべのバナー変更 

各コンテンツの表示順の変更 

 

・2021.9.16 

自治体用「月間ポスター」追加 
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・2021.9.27 

「選ぼう！３R キャンペーン特設サイト」トピックス告知 

パラメータ付き URL 設置 

 

・2021.9.30 

「選ぼう！３R キャンペーン特設サイト」開通 

応募フォームデザイン変更 

実施店舗追加 

お問合せ先掲載 

 

・2021.10.5 

自治体応援団 キャラクター変更 

 

・2021.10.11 

３R 特集番組のトピックス告知 

文化放送「A&G TRIBAL RADIO エジソン」へのリンク作成 

 

・2021.10.13 

「Re-Style パートナー企業」追加 

 

・2021.12.3 

Re-Style ロゴ規約修正 

 

・2021.12.31 

「選ぼう！３R キャンペーン特設サイト」 

応募ボタン削除、トップビュー応募受付終了案内 

 

・2022.1.5 

「選ぼう！３R キャンペーン」 

トピックスの文章修正 

 

・2022.3.3 

「第四次循環型社会形成推進基本計画の第２回点検及び 循環経済工程表の策定に向 

けたワークショップ」トピックス告知、リンク作成 
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２．業務の内容 

（２）「選ぼう！３Ｒキャンペーン 2021」の実施 
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（２）「選ぼう！３Ｒキャンペーン 2021」の実施 

 

本サイトと現実の生活を結びつけ、３Ｒにつながる行動がより生活に密着・理解され、

毎日の生活に浸透されることを目的とした「選ぼう！３Ｒキャンペーン」（以下「キャン

ペーン」という。）を、「３Ｒ推進月間」（10 月）を中心に 10 月～12 月の３ヶ月間実施し

た※。 

実施に当たっては、民間の卸売事業者「株式会社あらた」と連携し、下記メーカーと実

施体制を構築した上で、詰替製品や再生素材使用製品など「リデュース」「リサイクル」

に寄与する商品等をキャンペーン対象商品に設定した。 

 

キャンペーン対象商品一覧 
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※実施時期は店舗ごとに調整の上実施。 

また、複数の流通・小売企業との実施体制を構築し、事前に実施店舗毎に実施期間、実

施内容を調事前に調整・把握した上で全国 15,705 店舗にて展開をした。 

2021 年度キャンペーン参加店舗数合計：15,705 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 地域 業態 企業名 2021店舗数 No. 地域 業態 企業名 2021店舗数

1 全国 DGS クスリのアオキ 732 61 関東 SM ベルク 123

－ 全国 DGS 株式会社コスモス薬品 62 関東 SM MV関東株式会社 13

2 全国 DGS スギ薬局 1,430 63 関東 SM 株式会社マルエツ 223

3 全国 HC アークランドサカモト 37 64 中部 SM アオキスーパー 50

4 東北 DgS  くすりのマルト 32 65 中部 DGS いちやまドラッグ 9

5 関東 ＤＲＧ 株式会社くすりの福太郎 171 － 中部 SM ウオロクホールディングス

6 関東 SM 株式会社　福田屋百貨店様 3 66 中部 HC エンチョー 20

7 中部 DGS 中部薬品 390 67 中部 DGS 星光堂 74

8 中部 DGS 杏林堂 75 68 中部 SM ドミー 34

9 中部 DGS スギヤマ薬品 100 69 中部 SM トヨタ生協 9

10 中部 SM オギノ 40 70 中部 DG とをしや薬局 19

11 中部 DGS コスコ 12 71 中部 SM ニシザワ 12

12 中部 SM いちやまマート 7 72 中部 DGS ビー・アンド・ディー 63

13 中部 ＳＭ タカラ・エムシー 29 73 中部 DGS ファミリードラッグ 14

14 中部 ＤＲＧ コメヤ薬局 15 74 中部 SM フィール 75

15 近畿 DGS キリン堂 331 75 中部 SM 富士屋 8

16 中四国 SM 株式会社マルイ 24 76 中部 HC ホームセンターバロー 34

17 九州 HC グッデイ 63 77 中部 SM MV東海 196

19 九州 SM （株）エレナ 43 78 中部 SM MV長野 15

21 全国 GMS イオンリテール株式会社/イオンリテールストア株式会社 365 79 中部 SM MV北陸 13

22 全国 DS イオンビッグ株式会社 78 － 中部 HC マルサム

23 全国 DGS ウエルシア薬局 1,899 － 中部 SM ヤマナカ

24 全国 DGS ココカラファイン 1,115 80 中部 GMS ユニー 80

25 全国 DGS サンドラッグ 687 81 中部 SM ヨシヅヤ 25

26 全国 GMS 株式会社ダイエー 74 82 近畿 SM 一号舘 32

27 全国 DGS ツルハドラッグ 1,275 83 近畿 DGS エバグリーン 36

28 全国 HC ナフコ 29 84 近畿 DGS ケアーズ 7

29 全国 DGS マツモトキヨシ 1,459 85 近畿 SM 光洋 28

30 北海道 HC イエローグローブ 29 86 近畿 DGS ゴダイ 75

31 北海道 GMS・SM イオン北海道株式会社 107 87 近畿 DGS CFIZ 34

32 北海道 SM コープさっぽろ 108 88 近畿 DGS シグマ薬品 10

33 北海道 DGS サッポロドラッグストアー 168 89 近畿 DGS シミズ薬品 64

34 北海道 DGS ＳＤエース 24 90 近畿 DGS ナガタ薬品 49

35 北海道 DGS サンドラッグプラス 61 91 近畿 DS ヒラキ 4

－ 北海道 SM ダイイチ 92 近畿 DGS ミック・ジャパン 16

－ 北海道 SM 東光ストア 93 近畿 SM ライフコーポレーション 156

－ 北海道 SM 道東アークス 94 中四国 HC いない 24

－ 北海道 SM 道北アークス 95 中四国 SM キョーエイ 32

－ 北海道 SM ヒシサンホーマ 96 中四国 DGS 金光薬品 16

－ 北海道 SM 豊月 97 中四国 SM 株式会社山陽マルナカ 59

－ 北海道 SM 北雄ラッキー 98 中四国 SM サンマート 8

－ 北海道 SM ラルズ 99 中四国 HC タイム 16

36 東北 SUC アマノ 3 100 中四国 DGS 大屋 52

37 東北 GMS イオンSUC株式会社 22 101 中四国 SM 天満屋ストア 50

38 東北 GMS・SM イオン東北株式会社 125 102 中四国 HC ナンバホームセンター 15

－ 東北 SM 神文ストア 103 中四国 SM フジ 92

39 東北 SM コープ東北サンネット 102 104 中四国 SM・DS マックスバリュ西日本株式会社 184

40 東北 HC サンデー 87 105 中四国 SM 丸合 24

41 東北 HC ダイユー8 74 106 中四国 SM 株式会社マルナカ 142

42 東北 DGS ダルマ 11 107 中四国 DGS よどや 15

43 東北 SM ナイス 11 108 中四国 DGS ラブドラッグス 29

44 東北 HC 株式会社日敷スーパーセンタートラスト雄物川 1 109 中四国 SM 両備ストア 14

45 東北 DGS ハシドラッグ 13 110 中四国 DGS レデイ薬局 201

46 東北 DGS、SM 紅屋商事 23 111 九州 DS アレス(屋号:スーパーキッド） 19

47 東北 SM MV南東北 28 112 九州 GMS・HC イオン九州株式会社 93

48 東北 DGS 丸大サクラヰ 82 113 九州 GMS・DGS イオン琉球株式会社 48

49 東北 DGS ヤマザワ薬品 20 114 九州 HC AZマキオ 3

－ 東北 SM ユニバース 115 九州 DGS 大賀薬局 15

－ 関東 SM アブアブ赤札堂 － 九州 SM JAながさき

50 関東 SM オーケーストア 120 － 九州 SM ジョイフルサンアルファ

51 関東 SM カスミ 158 － 九州 SM たいへい

52 関東 DGS クスリのマルエ 53 116 九州 SM だいわ 5

53 関東 SM 京王ストア 26 － 九州 SM フレイン（熊本・高森店含む）

54 関東 SM サミット 120 － 九州 HC ホームセンターセブン

55 関東 HC 島忠 56 117 九州 SM MV九州 185

56 関東 DGS セキ薬品 195 118 九州 SM マルミヤストア 25

57 関東 ＤS 多慶屋 1 119 九州 SM ロッキー 10

58 関東 DGS トモズ 185 15,705

－ 関東 DGS ハックドラッグ

59 関東 DGS ぱぱす 145

60 関東 SM ピーコックストア 36

2021参加店舗数合計
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キャンペーン内容は、キャンペーン対象商品購入者に対して応募型の特典を付与するク

ローズドキャンペーンとし、（但し、特典等に係る費用は、卸売事業者とメーカー等の負

担とした。）特典内容は、消費者にとって関心・魅力ある内容かつ３Ｒを理解・体感でき

る内容として設定した。 

 

特典賞品のコース名・内容は下記の通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

なお、期間中の本キャンペーンの応募人数と各商品への応募数は下記の通り。 

本年度より、担当官と協議の上、環境配慮の観点から紙製の応募ハガキの使用を削減する

ため、WEB サイトからの応募の場合当選倍率を 2 倍として告知・実施した。 

 

 

 

 

 
 

 

 

賞品別応募結果※無効応募除く 

 
また、キャンペーン内容、応募受付等の専用ページを制作・掲載した。 
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このほか、キャンペーンに必要な店頭用啓発物として、①ポスター（A2、片面カラー、電

子データにて配布）、②トップボードパネル（W900×H300、５ミリ片面カラー、3,026 部）、

④スイング POP（W115×H155、片面カラー、背面両面テープ貼、260,000 枚）を作成し、キ

ャンペーン実施店舗等へ提供した。 

また、連携する卸売事業者及び参加メーカーに協力いただき、ハガキ（94,050 束）を作成し、

各店舗啓発ツールと一緒に配布した。 

各啓発物作成数量は環境省担当官と適宜協議の上、環境配慮の観点から電子データ対応や減

少方向で決定した。 

 

① ポスター 420×594mm（A2、片面カラー、電子データにて配布） 
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② トップボードパネル（W900×H300、５ミリ片面カラー、3,026 部） 

 

 

 

③ スイング POP（W115×H155、片面カラー、背面両面テープ貼、260,000 枚） 
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【ハガキデザイン】 裏（94,050 束） 

※ハガキ（94,050 束）は、連携する卸売事業者及び参加メーカーにおいて製造、展開した。
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【ハガキデザイン】 表 
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本キャンペーン参加店舗での展開事例（※一部販売店からの報告より） 

 

 
 

 

なお、本キャンペーンにて削減された資源量等の結果については、キャンペーンホーム

ページにて公表予定。 
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２．業務の内容 

（３）Re-Style パートナー企業事務局運営等

及び Re-Style 商品紹介ページの制作 
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（３）Re-Style パートナー企業事務局運営等及び Re-Style 商品紹介ページの制作 

上記（２）及び下記（５）、（６）の各コンテンツ等の活性化や３Ｒの取組促進等を目的

として、環境省が構築した民間企業とのリレーションシップ体制「Re-Style パートナー企

業」について、現在の Re-Style パートナー企業（13 社）と環境省との連絡・調整等を行

う運営事務局業務を担った。 

また、新たな参加企業の参画に係る候補企業の提案、事前説明、参画に向けた細部調整

等を実施。エステー株式会社、小林製薬株式会社、株式会社トレードワークスの 3 社につ

いて、2022 年度の Re-Style パートナー企業への調整を行い、参加に前向きな意思をいた

だいた。 

このほか、Re-Style パートナー企業各社の情報や取組内容を紹介するページ及び各社の

商品等のうち省資源やリサイクルに資する商品等を”Re-Style 商品”として紹介するページ

をそれぞれ更新・新規制作し、本サイトへ掲載した。更新は企業に希望を聞きその都度実

施した。 
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２．業務の内容 

（４）小学生向け循環型社会形成推進に向けた

動画コンテンツの展開等 
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（４）小学生向け循環型社会形成推進に向けた動画コンテンツの展開等 

 

「令和２年度第四次循環基本計画に基づく循環型社会形成に向けた啓発資料作成業務」

にて作成が完了している啓発動画・副教材について、３Ｒ等への理解・意識醸成、日常生活

へのフィードバック、行動の定着等を図るべく、全国の公立小学校へ啓発動画・副教材の案

内を実施し、使用を希望する小学校へ配布を行った。 

 環境月間である 6 月から問題なく使用できるよう「令和２年度第四次循環基本計画に基

づく循環型社会形成に向けた啓発資料作成業務」にて 作成が完了している広報用紙を適宜

修正し、5 月中旬～下旬にかけて全国 19,292 校に郵送にて案内を実施した。（配布校数につ

いては、2021 年度の公立小学校数、廃校数等も鑑み担当官と協議の上決定した） 

 また、担当官と協議の上、6 月の環境月間だけでなく、10 月の３Ｒ推進月間に向けての

使用を促すため、広報用紙を適宜修正し、9 月下旬にＦＡＸにて対象小学校 19,232 校(ＦＡ

Ｘ番号が提示されている学校)へ再度案内を実施した。 

 申込のあった小学校への啓発動画・副教材配布時には、環境負荷軽減のため、３Ｒに配慮

した下記形式で配布を実施した。 

 ●Re-Style サイト内に専用のダウンロードページを作成。 

電子データダウンロード方式で配布を実施。 

 

（ダウンロードページ） 
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（ＦＡＸ用再案内用紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 5 月～2022 年 3 月までに啓発動画：768 校、副教材：721 校がダウンロードを行っ

た。 

ダウンロード小学校は下記の通り。 

(啓発動画、副教材併せてダウンロード校も有。重複含む) 

(啓発動画ダウンロード校：768 校) 

  所在地   学校名 

1 埼玉県 吉見町 吉見町立東第二小学校 

2 東京都 品川区 浅間台小学校 

3 東京都 江東区 江東区立八名川小学校 

4 大阪府 大阪市 大阪市立西天満小学校 

5 栃木県 宇都宮市 宇都宮市立西が岡小学校 

6 福島県 中島村 中島村立滑津小学校 

7 東京都 荒川区 荒川区立第三峡田小学校 

8 神奈川県 横浜市 飯島小学校 

9 岐阜県 御嵩町 上之郷小学校 

10 千葉県 白子町 南白亀小学校 

11 岐阜県 大野町 大野町立大野小学校 

12 東京都 武蔵野市 武蔵野東小学校 

13 群馬県 高崎市 高崎市立南小学校 

14 埼玉県 春日部市 豊春小学校 
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15 東京都 東村山市 秋津東小学校 

16 岩手県 花巻市 湯口小学校 

17 新潟県 新潟市 新潟市立升潟小学校 

18 兵庫県 伊丹市 伊丹市立緑丘小学校 

19 兵庫県 神戸市 神戸市立下畑台小学校 

20 長野県 天龍村 学校法人どんぐり向方学園どんぐり向方小学校 

21 京都府 舞鶴市 舞鶴市立池内小学校 

22 兵庫県 明石市 山手小学校 

23 岐阜県 土岐市 土岐市立下石小学校 

24 徳島県 阿南市 平島小学校 

25 茨城県 水戸市 常磐小学校 

26 兵庫県 丹波市 丹波市立前山小学校 

27 宮城県 仙台市青葉区 栗生小学校 

28 宮城県 仙台市仙台市 仙台市立南吉成小学校 

29 島根県 雲南市 加茂小学校 

30 神奈川県 相模原市 相模女子大学小学部 

31 栃木県 日光市 今市第三小学校 

32 愛知県 豊田市 滝脇小学校 

33 東京都 葛飾区 飯塚小学校 

34 滋賀県 長浜市 塩津小学校 

35 宮城県 利府町 利府町立利府第三小学校 

36 大阪府 豊中市 東泉丘小学校 

37 栃木県 日光市 日光市立今市小学校 

38 新潟県 長岡市 四郎丸小学校 

39 徳島県 鳴門市 鳴門東小学校 

40 群馬県 沼田市 升形小学校 

41 神奈川県 大和市 聖セシリア小学校 

42 東京都 板橋区 富士見台小学校 

43 福島県 福島市 庭塚小学校 

44 香川県 高松市 高松市立男木小学校 

45 北海道 函館市 北海道教育大学附属函館小学校 

46 北海道 苫小牧市 苫小牧市立澄川小学校 

47 群馬県 渋川市 渋川市立伊香保小学校 

48 岩手県 一戸町 一戸町立鳥海小学校 
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49 群馬県 桐生市 桐生市立新里北小学校 

50 東京都 世田谷区 世田谷区立砧南小学校 

51 大阪府 岸和田市 天神山小学校 

52 宮城県 仙台市 仙台市立泉ヶ丘小学校 

53 群馬県 藤岡市 藤岡市立美九里西小学校 

54 北海道 恵庭市 北海道恵庭市立松恵小学校 

55 福岡県 水巻町 伊左座小学校 

56 愛知県 春日井市 石尾台小学校 

57 愛媛県 今治市 今治市立岡村小学校 

58 鹿児島県 鹿児島市 瀬々串小学校 

59 福井県 丹生郡越前町 越前町立朝日小学校 

60 福岡県 春日市 春日市立春日小学校 

61 佐賀県 白石町 有明東小学校 

62 東京都 八王子市 横山第一小学校 

63 群馬県 渋川市 津久田小学校 

64 奈良県 十津川村 十津川第一小学校 

65 岐阜県 垂井町 岩手小学校 

66 滋賀県 大津市 伊香立小学校 

67 群馬県 榛東村 北小学校 

68 埼玉県 さいたま市 さいたま市立浦和別所小学校 

69 東京都 世田谷区 塚戸小学校 

70 奈良県 十津川村 十津川第二小学校 

71 福岡県 志免町 志免中央小学校 

72 静岡県 沼津市 沼津市立原東小学校 

73 北海道 札幌市手稲区 札幌市立前田小学校 

74 兵庫県 西宮市 香櫨園小学校 

75 岩手県 奥州市 衣里小学校 

76 沖縄県 那覇市 那覇市立垣花小学校 

77 茨城県 土浦市 真鍋小学校 

78 兵庫県 神戸市 神戸市立千鳥が丘小学校 

79 栃木県 大田原市 薄葉小学校 

80 福井県 福井市 福井市麻生津小学校 

81 福岡県 嘉麻市 稲築西小学校 

82 宮城県 仙台市 仙台市立中野栄小学校 
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83 愛知県 知立市 知立市立八ツ田小学校 

84 福岡県 福岡市 名島小学校 

85 東京都 台東区 台東区立金曾木小学校 

86 岡山県 岡山市北区 岡山市立鹿田小学校 

87 福井県 小浜市 内外海小学校 

88 千葉県 市川市 市川市立大野小学校 

89 岡山県 赤磐市 赤磐市立山陽北小学校 

90 香川県 高松市 高松市立浅野小学校 

91 秋田県 鹿角市 柴平小学校 

92 兵庫県 神戸市 八多小学校 

93 長野県 松本市 源池小学校 

94 山口県 下関市 小月小学校 

95 富山県 坂井市 雄島小学校 

96 宮城県 石巻市 石巻市立東浜小学校 

97 大分県 臼杵市 市浜小学校 

98 千葉県 市原市 有秋南小学校 

99 栃木県 那須烏山市 江川小学校 

100 香川県 木田郡三木町 三木町立白山小学校 

101 大阪府 箕面市 とどろみ小学校 

102 福岡県 福岡市 片江小学校 

103 香川県 高松市 高松市立屋島小学校 

104 新潟県 粟島浦村 粟島浦小中学校 

105 兵庫県 神戸市 桜の宮小学校 

106 愛知県 名古屋市 植田北小学校 

107 千葉県 松戸市 新松戸南小学校 

108 山口県 光市 束荷小学校 

109 群馬県 千代田町 千代田町立東小学校 

110 奈良県 橿原市 香久山小学校 

111 大阪府 箕面市 彩都の丘小学校 

112 愛知県 名古屋市昭和区 名古屋市立白金小学校 

113 山口県 周南市 周南市立勝間小学校 

114 東京都 新宿区 新宿区立富久小学校 

115 三重県 名張市 薦原小学校 

116 神奈川県 平塚市 城島小学校 
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117 栃木県 栃木市 栃木市立国府北小学校 

118 京都府 京都市 京都市立第三錦林小学校 

119 神奈川県 足柄上郡中井町 井ノ口小学校 

120 静岡県 浜松市 浜松市立伊目小学校 

121 鹿児島県 阿久根市 西目小学校 

122 鳥取県 鳥取市 鳥取市立面影小学校 

123 福井県 美浜町 美浜中央小学校 

124 群馬県 前橋市 原小学校 

125 徳島県 徳島市 鳴門教育大学附属小学校 

126 鹿児島県 鹿屋市 大黒小学校 

127 千葉県 船橋市 船橋市立若松小学校 

128 兵庫県 神戸市 神戸市立真陽小学校 

129 埼玉県 所沢市 東所沢小学校 

130 徳島県 鳴門市 鳴門市明神小学校 

131 愛媛県 松山市 湯山小学校 

132 東京都 府中市 府中市立白糸台小学校 

133 愛知県 豊田市 豊田市立上鷹見小学校 

134 鹿児島県 南さつま市 加世田小学校 

135 福島県 南会津 南会津町立田島第二小学校 

136 兵庫県 姫路市 姫路市立八木小学校 

137 沖縄県 石垣市 富野小中学校 

138 福島県 磐梯町 磐梯第二小学校 

139 沖縄県 南風原町 南風原町立南風原小学校 

140 滋賀県 大津市 雄琴小学校 

141 山口県 下関市 下関市立養治小学校 

142 新潟県 新潟市 新飯田小学校 

143 鹿児島県 鹿児島市 清和小学校 

144 大阪府 岸和田市 天神山小学校 

145 新潟県 新潟県 柏崎市立二田小学校 

146 愛知県 名古屋市中村区 岩塚小学校 

147 広島県 広島市 広島市立久地南小学校 

148 福井県 福井市 清水南小学校 

149 山梨県 上野原市 秋山小学校 

150 兵庫県 たつの市 たつの市立小宅小学校 
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151 東京都 渋谷区 青山学院初等部 

152 京都府 向日市 第六向陽小学校 

153 福島県 いわき市 双葉町立双葉北小学校 

154 北海道 札幌市 札幌市立中沼小学校 

155 福岡県 福岡市 愛宕浜小学校 

156 山梨県 鯖江市 吉川小学校 

157 新潟県 村上市 村上市立平林小学校 

158 広島県 広島市 山田小学校 

159 北海道 富良野市 北海道富良野市立扇山小学校 

160 神奈川県 厚木市 厚木市立戸田小学校 

161 新潟県 長岡市 栖吉小学校 

162 北海道 札幌市 光陽小学校 

163 新潟県 新発田市 新潟県新発田市立紫雲寺小学校 

164 新潟県 長岡市 栖吉小学校 

165 大阪府 堺市北区 堺市立金岡南小学校 

166 愛知県 安城市 安城市立安城東部小学校 

167 宮崎県 都城市 有水小学校 

168 福岡県 北九州市 北九州市立折尾西小学校 

169 青森県 三沢市 上久保小学校 

170 東京都 八王子市 八王子市立高倉小学校 

171 静岡県 富士宮市 富士宮市立上野小学校 

172 奈良県 橿原市 橿原市立畝傍南小学校 

173 福岡県 北九州市 赤坂小学校 

174 岡山県 小田郡矢掛町 川面小学校 

175 愛媛県 宇和島市 宇和島市立玉津小学校 

176 愛媛県 松山市 松山市立難波小学校 

177 岐阜県 可児市 可児市立兼山小学校 

178 兵庫県 神戸市 神戸市立上筒井小学校 

179 大阪府 泉大津市 泉大津市立条東小学校 

180 大阪府 大阪市 大阪市立依羅小学校 

181 愛知県 一宮市 一宮市立北方小学校 

182 岐阜県 揖斐郡池田町 池田町立八幡小学校 

183 岡山県 総社市 維新小学校 

184 栃木県 芳賀郡益子町 益子町立益子小学校 
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185 大阪府 大阪市 大阪市立中津小学校 

186 愛知県 豊橋市横須賀町宮元 豊橋市立津田小学校 

187 大阪府 東大阪市 東大阪市立枚岡東小学校 

188 大阪府 河内長野市 河内長野市立天野小学校 

189 栃木県 足利市 足利市立南小学校 

190 福岡県 大牟田市 大牟田市立駛馬小学校 

191 愛知県 半田市 半田市立宮池小学校 

192 兵庫県 神戸市 だいち小学校 

193 茨城県 水戸市 学校法人リリー文化学園 リリーベール小学校 

194 茨城県 阿見町 阿見町立舟島小学校 

195 千葉県 千葉市 千葉市立小谷小学校 

196 岡山県 岡山市 岡山市立西大寺南小学校 

197 熊本県 熊本市 弓削小学校 

198 山梨県 中央市 田富南小学校 

199 長野県 千曲市 戸倉小学校 

200 東京都 武蔵野市 武蔵野市立第五小学校 

201 兵庫県 姫路市 姫路市立峰相小学校 

202 愛知県 名古屋市 五反田小学校 

203 徳島県 阿南市 新野小学校 

204 東京都 台東区 台東区立田原小学校 

205 埼玉県 新座市 新座市立池田小学校 

206 新潟県 小千谷市 小千谷小学校 

207 山形県 南陽市 南陽市立梨郷小学校 

208 兵庫県 三田市 あかしあ台小学校 

209 兵庫県 姫路市 中寺小学校 

210 静岡県 牧之原市 牧之原市立勝間田小学校 

211 山形県 酒田市 酒田市立広野小学校 

212 鹿児島県 鹿児島市 口之島小中学校 

213 熊本県 山都町 蘇陽小学校 

214 新潟県 上越市 北諏訪小学校 

215 岐阜県 郡上市 大和第一北小学校 

216 北海道 帯広市 帯広市立西小学校 

217 三重県 亀山市 亀山市立亀山南小学校 

218 新潟県 燕市 燕北小学校 
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219 福島県 田村郡三春町 三春町立岩江小学校 

220 福岡県 北九州市 北九州市立松ヶ江南小学校 

221 群馬県 高崎市 南陽台小学校 

222 東京都 町田市 町田市立南第四小学校 

223 京都府 宇治市 宇治市立菟道小学校 

224 鳥取県 八頭郡智頭町 智頭町立智頭小学校 

225 神奈川県 横浜市 平戸台小学校 

226 兵庫県 宝塚市 すみれガ丘小学校 

227 広島県 福山市沼隈町 福山市立山南小学校 

228 北海道 むかわ町 鵡川中央小学校 

229 北海道 弟子屈町 弟子屈小学校 

230 京都府 木津川市 加茂小学校 

231 北海道 弟子屈町 弟子屈小学校 

232 岩手県 一関市 金沢小学校 

233 愛知県 豊橋市 豊橋市立岩西小学校 

234 岐阜県 川辺町 川辺町立川辺西小学校 

235 千葉県 香取市 香取市立わらびが丘小学校 

236 岐阜県 岐阜市 美濃市立美濃小学校 

237 大阪府 堺市 堺市立五箇荘東小学校 

238 和歌山県 和歌山市 高松小学校 

239 三重県 菰野町 鵜川原小学校 

240 福島県 郡山市 郡山市立東芳小学校 

241 大阪府 大阪市福島区大開 2 丁目 10-28 大阪市立大開小学校 

242 北海道 北広島 北広島市立大曲小学校 

243 大阪府 箕面市 萱野小学校 

244 福島県 只見町 只見町立只見小学校 

245 熊本県 菊池市 菊池市立戸崎小学校 

246 神奈川県 横浜市 万騎が原小学校 

247 神奈川県 川崎市 新作小学校 

248 神奈川県 川崎市 川崎市立百合丘小学校 

249 新潟県 湯沢町 湯沢小学校 

250 奈良県 大和高田市 菅原小学校 

251 大分県 豊後大野市 三重第一小学校 

252 山梨県 笛吹市 一宮南小学校 
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253 大阪府 高槻市 郡家小学校 

254 神奈川県 川崎市麻生区 百合丘小学校 

255 兵庫県 宝塚市 すみれガ丘小学校 

256 富山県 富山市 富山市立鵜坂小学校 

257 岡山県 備前市 備前市立日生東小学校 

258 熊本県 多良木町 多良木町立多良木小学校 

259 北海道 遠軽町 白滝小学校 

260 茨城県 つくば市 つくば市立島名小学校 

261 広島県 福山市 福山市立御野小学校 

262 静岡県 浜松市 西気賀小学校 

263 兵庫県 宝塚市 長尾小学校 

264 兵庫県 神戸市 月が丘小学校 

265 愛知県 名古屋市 極楽小学校 

266 大阪府 八尾市 八尾市立志紀小学校 

267 兵庫県 姫路市 姫路市立青山小学校 

268 愛媛県 四国中央市 四国中央市立川滝小学校 

269 長崎県 南松浦郡新上五島町 魚目小学校 

270 宮崎県 日南市 榎原小学校 

271 大阪府 泉南市 大阪府泉南市立東小学校 

272 滋賀県 東近江市 能登川北小学校 

273 沖縄県 石垣市 平真小学校 

274 和歌山県 和歌山市 川永小学校 

275 鹿児島県 南九州市 南九州市立 別府小学校 

276 福岡県 福岡市 福岡市立東若久小学校 

277 兵庫県 宝塚市 長尾小学校 

278 静岡県 静岡市 賤機中小学校 

279 大阪府 大阪市西淀川区 大阪市立姫島小学校 

280 兵庫県 宝塚市 長尾小学校 

281 大阪府 大阪市 大阪市立野中小学校 

282 愛知県 豊川市 国府小学校 

283 新潟県 新潟市 東曽野木小学校 

284 北海道 札幌市 光陽小学校 

285 愛知県 名古屋市守山区 名古屋市立苗代小学校 

286 埼玉県 上尾市 大谷小学校 
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287 茨城県 水戸市 水戸市立稲荷第二小学校 

288 三重県 四日市市 羽津小学校 

289 福岡県 北九州市 大谷小学校 

290 長野県 長野市 戸隠小学校 

291 岐阜県 海津市海津町安田 72 番地 海津市立西江小学校 

292 岡山県 岡山市北区 岡山市立中山小学校 

293 奈良県 平町町 平群町立平群北小学校 

294 兵庫県 神戸市 東垂水小学校 

295 茨城県 古河市釈迦 古河市立釈迦小学校 

296 兵庫県 神戸市 神戸市立南落合小学校 

297 北海道 旭川市 旭川市立愛宕小学校 

298 埼玉県 北本市 中丸小学校 

299 東京都 目黒区 中目黒小学校 

300 福岡県 田川市 田川小学校 

301 山口県 山口市 山口市立小郡南小学校 

302 広島県 広島市 広島市立楽々園小学校 

303 大阪府 交野市 長宝寺小学校 

304 鹿児島県 湧水町 上場小学校 

305 千葉県 千葉市 千葉市立稲毛小学校 

306 石川県 金沢市 扇台小学校 

307 神奈川県 葉山町 一色小学校 

308 北海道 室蘭市 みなと小学校 

309 京都府 与謝郡与謝野町 与謝野町立岩滝小学校 

310 徳島県 美波町 美波町立伊座利小学校 

311 茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市立大賀小学校 

312 埼玉県 所沢市 上新井小学校 

313 北海道 赤井川村 都小学校 

314 北海道 札幌市 光陽小学校 

315 群馬県 高崎市 高崎市立城東小学校 

316 北海道 網走市 東小学校 

317 愛媛県 西条市 飯岡小学校 

318 神奈川県 横浜市金沢区 並木第四小学校 

319 和歌山県 海南市 加茂川小学校 

320 茨城県 ひたちなか市 東石川小学校 
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321 福島県 矢吹町 矢吹小学校 

322 宮城県 仙台市 仙台市立荒井小学校 

323 新潟県 燕市 吉田小学校 

324 鹿児島県 鹿児島郡十島村 宝島小学校 

325 山口県 山口市 山口市立中央小学校 

326 大阪府 摂津市 千里丘小学校 

327 兵庫県 神戸市 神戸市立妙法寺小学校 

328 静岡県 浜松市 西小学校 

329 愛知県 名古屋市中川区 名古屋市立篠原小学校 

330 東京都 葛飾区 葛飾区立梅田小学校 

331 滋賀県 湖南市 三雲小学校 

332 茨城県 ひたちなか市 前渡小学校 

333 東京都 世田谷区 武蔵丘小学校 

334 徳島県 佐那河内村 多 

335 兵庫県 宝塚市 長尾小学校 

336 山口県 山口市 大内南小学校 

337 北海道 旭川市 新富小学校 

338 北海道 苫小牧市 苫小牧市立苫小牧西小学校 

339 北海道 旭川市 新富小学校 

340 北海道 帯広市 帯広市立緑丘小学校 

341 和歌山県 湯浅町 湯浅町立山田小学校 

342 北海道 釧路市 釧路市立湖畔小学校 

343 三重県 松阪市 中原小学校 

344 福岡県 福岡市中央区 福岡市立春吉小学校 

345 福岡県 北九州市 田野浦小学校 

346 兵庫県 神戸市北区 箕谷小学校 

347 兵庫県 神戸市北区 箕谷小学校 

348 和歌山県 串本町 潮岬小学校 

349 愛知県 岡崎市 細川小学校 

350 三重県 四日市市 三重小学校 

351 岡山県 倉敷市 倉敷市立天城小学校 

352 熊本県 八代市 八代市立高田小学校 

353 茨城県 土浦市 土浦市立乙戸小学校 

354 奈良県 天理市 天理市立福住小学校 
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355 奈良県 生駒市 生駒小学校 

356 埼玉県 ふじみ野市 元福小学校 

357 北海道 八雲町 山越小学校 

358 東京都 墨田区 二葉小学校 

359 京都府 木津川市 上狛小学校 

360 兵庫県 神戸市長田区房王寺町 神戸市立名倉小学校 

361 長崎県 長崎市 長崎市立上長崎小学校 

362 静岡県 静岡市 静岡市立長田東小学校 

363 東京都 大田区 雪谷小学校 

364 兵庫県 神戸市 神戸市立高津橋小学校 

365 和歌山県 串本町 潮岬小学校 

366 福岡県 糸島市 一貴山小学校 

367 福島県 郡山市 富田小学校 

368 鹿児島県 鹿児島市 池田学園池田小学校 

369 北海道 旭川市 新富小学校 

370 山形県 中山町 長崎小学校 

371 福岡県 北九州市八幡東区 大蔵小学校 

372 東京都 新宿区 新宿区立落合第五小学校 

373 鳥取県 米子市 福米東小学校 

374 愛知県 名古屋市 星崎小学校 

375 新潟県 新潟市 新潟市立小瀬小学校 

376 富山県 南砺市 南砺市立福野小学校 

377 福井県 福井市 福井市円山小学校 

378 富山県 南砺市 南砺市立福野小学校 

379 愛知県 岡崎市 秦梨小学校 

380 大阪府 池田市 池田市立五月丘小学校 

381 石川県 金沢市 金沢市立額小学校 

382 神奈川県 横浜市神奈川区 捜真学院 捜真小学校 

383 愛知県 海部郡蟹江町 新蟹江小学校 

384 福井県 筑北村 筑北小学校 

385 熊本県 玉名市 鍋小学校 

386 熊本県 熊本市東区 楡木小学校 

387 東京都 杉並区高円寺南 2-33-28 光塩女子学院初等科 

388 福岡県 大牟田市 大牟田市立羽山台小学校 



44 

 

389 三重県 四日市市 内部小学校 

390 広島県 三原市 広島三育学院大和小学校 

391 神奈川県 川崎市 川崎市立百合丘小学校 

392 鹿児島県 屋久島町 真 

393 大分県 大分市 大分市立西の台小学校 

394 長崎県 西彼杵郡長与町 長与町立長与小学校 

395 岡山県 吉備中央町 円城小学校 

396 新潟県 新潟市 東曽野木小学校 

397 岡山県 岡山市 就実小学校 

398 北海道 室蘭市  室蘭市立旭ヶ丘小学校 

399 山形県 山形市 山形大学附属小学校 

400 北海道 北見市 北見市立三輪小学校 

401 神奈川県 横浜市 横浜市立森東小学校 

402 愛知県 名古屋市中区 千早小学校 

403 和歌山県 印南町 印南小学校 

404 山口県 周南市 櫛浜小学校 

405 福井県 吉田郡永平寺町 御陵小学校 

406 和歌山県 紀の川市 紀の川市立竜門小学校 

407 徳島県 海部郡美波町西の地字谷裏９０－１９ 由岐小学校 

408 兵庫県 福崎町 田原小学校 

409 兵庫県 南あわじ市 松帆小学校 

410 和歌山県 印南町 印南町立印南小学校 

411 福島県 郡山市 三和小学校 

412 山形県 山形市 山形市立第一小学校 

413 三重県 桑名市 多度北小学校 

414 沖縄県 那覇市 沖縄県 那覇市立 真和志小学校 

415 長崎県 雲仙市 土黒小学校 

416 茨城県 常総市 菅原小学校 

417 山形県 酒田市 酒田市立富士見小学校 

418 鳥取県 市 鳥取県倉吉市立河北小学校 

419 滋賀県 守山市 守山市立河西小学校 

420 徳島県 徳島市 南井上小学校 

421 東京都 町田市 町田市立小山小学校 

422 滋賀県 甲賀市 甲賀市立甲南第三小学校 
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423 神奈川県 相模原市 上溝小学校 

424 東京都 墨田区 押上小学校 

425 愛媛県 西条市 徳田小学校 

426 石川県 富山市 富山市立八尾小学校 

427 北海道 札幌市西区 札幌市立発寒南小学校 

428 北海道 弟子屈町 弟子屈町立弟子屈小学校 

429 新潟県 新潟市 東曽野木小学校 

430 北海道 小樽市 小樽市立高島小学校 

431 埼玉県 上里町 長幡小学校 

432 東京都 府中市 府中第八小学校 

433 岡山県 井原市 稲倉小学校 

434 愛知県 豊田市幸海町 豊田市立幸海小学校 

435 和歌山県 みなべ町 高城小学校 

436 福岡県 小郡市 小郡市立御原小学校 

437 神奈川県 川崎市川崎区 向小学校 

438 千葉県 いすみ市 いすみ市立長者小学校 

439 大阪府 堺市堺区大仙中町 6-196 堺市立大仙小学校 

440 奈良県 奈良市 青和小学校 

441 岡山県 岡山市 平津小学校 

442 広島県 広島市中区 基町小学校 

443 新潟県 上越市板倉区 板倉小学校 

444 奈良県 河合町 河合第二小学校 

445 長崎県 南松浦郡新上五島町 魚目小学校 

446 静岡県 牧之原市 相良小学校 

447 熊本県 宇土市 宇土市立宇土東小学校 

448 熊本県 上益城郡益城町 益城町立津森小学校 

449 千葉県 匝瑳市 匝瑳市立豊和小学校 

450 神奈川県 横浜市旭区 二俣川小学校 

451 奈良県 河合町 河合町立河合第二小学校 

452 東京都 世田谷区 田園調布雙葉小学校 

453 新潟県 小千谷市 小千谷小学校 

454 石川県 加賀市 片山津小学校 

455 石川県 野々市市 野々市市立野々市小学校 

456 栃木県 宇都宮市 雀宮東小学校 
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457 神奈川県 横浜市港北区 小机小学校 

458 群馬県 桐生市 東小学校 

459 大阪府 堺市 和泉市立光明台南小学校 

460 千葉県 旭市 中央小学校 

461 東京都 足立区 足立区立栗原小学校 

462 香川県 高松市 亀阜小学校 

463 福岡県 北九州市 北九州市立 医生丘小学校 

464 長崎県 長崎市 長崎市立山里小学校 

465 北海道 遠軽町 生田原小学校 

466 福岡県 北九州市 北九州市立 医生丘小学校 

467 愛知県 名古屋市 名古屋市立中村小学校 

468 福岡県 北九州市 北九州市立 医生丘小学校 

469 新潟県 新潟市 亀田西小学校 

470 兵庫県 加古川市 加古川市立神野小学校 

471 秋田県 由利本荘市 東由利小学校 

472 福井県 福井市 河合小学校 

473 神奈川県 横浜市 井土ケ谷小学校 

474 沖縄県 西原町 西原小学校 

475 広島県 広島市安佐南区山本 広島市立山本小学校 

476 兵庫県 姫路市 姫路市立高岡西小学校 

477 神奈川県 南足柄市 福沢小学校 

478 埼玉県 八潮市 大原小学校 

479 埼玉県 さいたま市 与野南小学校 

480 神奈川県 横浜市西区 平沼小学校 

481 沖縄県 沖縄市 比屋根小学校 

482 埼玉県 蕨市 蕨市立北小学校 

483 福井県 福井市 六条小学校 

484 広島県 広島市南区 広島市立仁保小学校 

485 福井県 福井市 河合小学校 

486 神奈川県 伊勢原市 伊勢原小学校 

487 三重県 鈴鹿市 稲生小学校 

488 兵庫県 西脇市 芳田小学校 

489 福岡県 福岡市 千早小学校 

490 埼玉県 さいたま市 西浦和小学校 
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491 広島県 広島市南区 広島市立翠町小学校 

492 栃木県 栃木市 栃木市立赤麻小学校 

493 広島県 尾道市 吉和小学校 

494 愛知県 小牧市 陶小学校 

495 埼玉県 戸田市 笹目小学校 

496 東京都 江戸川区 江戸川区立二之江小学校 

497 愛知県 稲沢市 大里西小学校 

498 東京都 墨田区 二葉小学校 

499 長崎県 西海市 西海市立大串小学校 

500 東京都 品川区 品川区立浅間台小学校 

501 福岡県 福岡市 福岡市立美和台小学校 

502 千葉県 東金市 城西小学校 

503 茨城県 日立市 大沼小学校 

504 山口県 光市 岩田小学校 

505 北海道 留萌市 留萌市立留萌小学校 

506 東京都 墨田区 二葉小学校 

507 兵庫県 姫路市 花田小学校 

508 東京都 墨田区 二葉小学校 

509 鹿児島県 薩摩川内市 水引小学校 

510 大阪府 大阪市淀川区 宮原小学校 

511 東京都 品川区 芳水小学校 

512 新潟県 長岡市 長岡市立新組小学校 

513 和歌山県 有田郡有田川町 田殿小学校 

514 徳島県 小松島市 児安小学校 

515 山口県 山口市 陶小学校 

516 茨城県 筑西市 竹島小学校 

517 奈良県 奈良市 奈良市立鶴舞小学校 

518 広島県 三原市 広島三育学院大和小学校 

519 長崎県 諫早市 諫早市立みはる台小学校 

520 福岡県 福岡市 高取小学校 

521 沖縄県 南大東村 南大東小学校 

522 神奈川県 逗子市 逗子小学校 

523 神奈川県 厚木市 七沢希望の丘初等学校 

524 東京都 町田市 小山ヶ丘小学校 
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525 大阪府 八尾市 北山本小学校 

526 岐阜県 加茂郡八百津町 八百津町立久田見小学校 

527 秋田県 鹿角市 尾去沢小学校 

528 東京都 町田市 南第三小学校 

529 香川県 丸亀市 城乾小学校 

530 兵庫県 太子町 龍田小学校 

531 神奈川県 横浜市 元石川小学校 

532 静岡県 掛川市 大渕小学校 

533 岡山県 真庭市 樫邑小学校 

534 宮城県 仙台市 仙台市立東四郎丸小学校 

535 富山県 黒部市 黒部市立村椿小学校 

536 東京都 渋谷区 渋谷区立上原小学校 

537 沖縄県 石垣市 石垣市立川原小学校 

538 奈良県 明日香村 明日香村立明日香小学校 

539 静岡県 吉田町 住吉小学校 

540 広島県 広島市 広島市立大州小学校 

541 兵庫県 赤穂市 赤穂市立城西小学校 

542 茨城県 神栖市 神栖市立須田小学校 

543 沖縄県 浦添市 港川小学校 

544 長崎県 長崎市 長崎市立山里小学校 

545 沖縄県 うるま市 伊波小学校 

546 神奈川県 川崎市 犬蔵小学校 

547 徳島県 東みよし町 昼間小学校 

548 福島県 郡山市 郡山市立穂積小学校 

549 大分県 日田市 光岡小学校 

550 京都府 南丹市 殿田小学校 

551 長崎県 雲仙市  八斗木小学校 

552 長野県 諏訪郡富士見町 富士見町立境小学校 

553 香川県 高松市 タカマツシリツツルオショウガッコウ 

554 三重県 志摩市 志摩小学校 

555 愛知県 刈谷市 亀城小学校 

556 静岡県 富士市 須津小学校 

557 東京都 青ヶ島村 青ヶ島村立青ヶ島小学校 

558 神奈川県 横浜市 大曽根小学校 
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559 神奈川県 横浜市 大曽根小学校 

560 埼玉県 入間市 黒須小学校 

561 長野県 松本市 中山小学校 

562 千葉県 柏市 柏市立中原小学校 

563 神奈川県 大和市 中央林間小学校 

564 広島県 広島市 広島市立大林小学校 

565 岐阜県 本巣市 本巣小学校 

566 山口県 山口市 陶小学校 

567 北海道 札幌市 厚別西小学校 

568 北海道 札幌市 札幌市立厚別西小学校 

569 千葉県 市原市 市原市立辰巳台東小学校 

570 東京都 渋谷区 上原小学校 

571 岡山県 倉敷市 倉敷市立二万小学校 

572 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立石谷小学校 

573 和歌山県 橋本市 橋本小学校 

574 愛知県 一宮市 北方小学校 

575 神奈川県 横浜市 箕輪小学校 

576 東京都 西東京市 西東京市立向台小学校 

577 千葉県 印西市 印西市立原小学校 

578 沖縄県 金武町 嘉芸小学校 

579 広島県 尾道市 尾道市立栗原小学校 

580 埼玉県 ふじみ野市 西原小学校 

581 岡山県 倉敷市 倉敷市立水島小学校 

582 広島県 呉市 呉市立安浦小学校 

583 愛知県 豊明市 舘小学校 

584 山形県 鶴岡市 東栄小学校 

585 愛知県 岡崎市 世 

586 愛知県 名古屋市 下志段味小学校 

587 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立錦江台小学校 

588 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 横浜市立帷子小学校 

589 神奈川県 横浜市 綱島小学校 

590 静岡県 浜松市 浜松市立気田小学校 

591 愛知県 豊田市 衣丘小学校 

592 富山県 高岡市 太田小学校 
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593 千葉県 柏市 豊小学校 

594 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 かつらぎ町立大谷小学校 

595 大阪府 大阪市 南津守小学校 

596 神奈川県 横浜市旭区 横浜市立四季の森小学校 

597 鹿児島県 霧島市 霧島市立霧島小学校 

598 神奈川県 横須賀市 池上小学校 

599 北海道 斜里郡小清水町 小清水町立小清水小学校 

600 福島県 本宮市 和田小学校 

601 東京都 江東区 南陽小学校 

602 岐阜県 各務原市 稲羽西小学校 

603 岐阜県 揖斐川町 揖斐川町立清水小学校 

604 神奈川県 横浜市 岩崎小学校 

605 福岡県 苅田町 片島小学校 

606 静岡県 浜松市 浜松市立気田小学校 

607 北海道 足寄町 足寄町立芽登小学校 

608 福岡県 福岡市 別府小学校 

609 山形県 酒田市 西荒瀬小学校 

610 茨城県 神栖市 植松小学校 

611 大分県 竹田市 竹田市立城原小学校 

612 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市立庄内小学校 

613 秋田県 由利本荘市 西目小学校 

614 島根県 隠岐郡知夫村 知夫村立知夫小学校 

615 大阪府 枚方市 枚方市立中宮小学校 

616 大阪府 大阪市生野区 大阪市立舎利寺小学校 

617 福岡県 糸島市 糸島市立長糸小学校 

618 福岡県 糸島市 糸島市立長糸小学校 

619 兵庫県 神戸市 神戸市立桜の宮小学校 

620 岩手県 宮古市 宮古市立崎山小学校 

621 埼玉県 杉戸町 杉戸町立杉戸第三小学校 

622 大阪府 大阪市西区 大阪市立九条東小学校 

623 長野県 加賀市 作見小学校 

624 東京都 国立市 国立学園小学校 

625 大阪府 大阪市西区 大阪市立九条東小学校 

626 京都府 京都市 竹田小学校 



51 

 

627 大阪府 豊中市 大阪市立東井高野小学校 

628 福岡県 北九州市 竹末小学校 

629 兵庫県 播磨町 播磨南小学校 

630 大阪府 大阪市 大阪市立茨田南小学校 

631 茨城県 鹿嶋市 豊郷小学校 

632 群馬県 前橋市 大室小学校 

633 愛知県 豊橋市 富士見小学校 

634 北海道 札幌市 前田小学校 

635 岐阜県 大垣市 川並小学校 

636 神奈川県 秦野市 秦野市立末広小学校 

637 栃木県 宇都宮市 宇都宮市立横川西小学校 

638 東京都 墨田区 墨田区立業平小学校 

639 滋賀県 湖南市 石部小学校 

640 新潟県 新潟市 東中野山小学校 

641 大阪府 大阪市東住吉区 公園南矢田 2 丁目 15-43 矢田西小学校 

642 神奈川県 横浜市 横浜市立瀬戸ケ谷小学校 

643 東京都 世田谷区 二子玉川小学校 

644 茨城県 日立市 坂本小学校 

645 北海道 幌延町 幌延小学校 

646 福井県 敦賀市 敦賀市立松原小学校 

647 山梨県 甲府市 舞鶴小学校 

648 大阪府 泉佐野市 泉佐野市立大木小学校 

649 栃木県 那須塩原市 東小学校 

650 愛知県 江南市 藤里小学校 

651 新潟県 新潟市 新潟市立早通南小学校 

652 北海道 江別市 江別市立中央小学校 

653 埼玉県 さいたま市 植竹小 

654 神奈川県 横浜市 東希望が丘小学校 

655 群馬県 太田市 太田市立宝泉小学校 

656 埼玉県 さいたま市 植竹小 

657 群馬県 前橋市 総社小学校 

658 京都府 綾部市 中筋小学校 

659 群馬県 太田市 太田市立宝泉小学校 

660 新潟県 小千谷市 東小千谷小学校 
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661 静岡県 三島市 三島市立中郷小学校 

662 福岡県 北九州市 引野小学校 

663 大阪府 大阪市阿倍野区 苗代小学校 

664 京都府 京都市 京都聖母学院小学校 

665 福岡県 飯塚市 飯塚市立飯塚東小学校 

666 北海道 更別村 上更別小学校 

667 兵庫県 神戸市灘区 美野丘小学校 

668 静岡県 熱海市 熱海市立伊豆山小学校 

669 沖縄県 南風原町 南風原小学校 

670 秋田県 大仙市 大仙市立南外小学校 

671 神奈川県 横浜市 西本郷小学校 

672 沖縄県 石垣市 大浜小学校 

673 静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市立大仁北小学校 

674 沖縄県 宜野湾市 沖縄カトリック小学校 

675 愛知県 尾張旭市 渋川小学校 

676 神奈川県 横浜市 横浜三育小学校 

677 北海道 札幌市 札幌市立新川中央小学校 

678 茨城県 八千代町 八千代町立西豊田小学校 

679 東京都 北区 星美学園小学校 

680 三重県 熊野市 木本小学校 

681 長崎県 五島市 三井楽小学校 

682 三重県 熊野市 木本小学校 

683 群馬県 上野村 上野村立上野小学校 

684 沖縄県 糸満市 米須小学校 

685 愛知県 名古屋市 梅森坂小学校 

686 栃木県 宇都宮市 細谷小学校 

687 栃木県 那須烏山市 那須烏山市立境小学校 

688 青森県 弘前市 弘前市立大和沢小学校 

689 埼玉県 北本市 北本市立南小学校 

690 北海道 猿払村 浜鬼志別小学校 

691 埼玉県 北本市 北本市立南小学校 

692 静岡県 御前崎市 御前崎市立浜岡北小学校 

693 静岡県 浜松市中区 浜松市立上島小学校 

694 秋田県 秋田市 中通小学校 
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695 大阪府 堺市西区鳳南町 鳳南小学校 

696 埼玉県 三郷市 三郷市立高州東小学校 

697 大阪府 大阪市立住之江 南港みなみ小学校 

698 福岡県 北九州市 引野小学校 

699 福島県 玉川村 須釜小学校 

700 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立松元小学校 

701 千葉県 成田市 成田市立橋賀台小学校 

702 宮城県 仙台市若林区 聖ウルスラ学院英智小・中学校 

703 滋賀県 彦根市 稲枝東小学校 

704 千葉県 船橋市 高根小学校 

705 茨城県 東茨城郡城里町 沢山小学校 

706 神奈川県 横浜市 森村学園初等部 

707 長野県 上伊那郡箕輪町 箕輪町立箕輪中部小学校 

708 福岡県 福岡市 福岡市立宮竹小学校 

709 兵庫県 丹波市 大路小学校 

710 神奈川県 川崎市高津区 洗足学園小学校 

711 神奈川県 横浜市 新石川小学校 

712 愛知県 田原市 童浦小学校 

713 東京都 千代田区 暁星小学校 

714 愛媛県 西条市 西条市立壬生川小学校 

715 東京都 中央区 久松小学校 

716 千葉県 我孫子市 我孫子第一小学校 

717 福島県 双葉町 双葉南・北小学校 

718 埼玉県 東松山市 東松山市立青鳥小学校 

719 埼玉県 さいたま市 与野南小学校 

720 富山県 立山町 立山町立高野小学校 

721 東京都 目黒区 下目黒小学校 

722 鹿児島県 鹿児島市 福平小学校 

723 新潟県 新潟市 葛塚東小学校 

724 愛知県 蒲郡市 中央小学校 

725 青森県 今別町 今別町立今別小学校 

726 群馬県 渋川市 渋川市立橘小学校 

727 沖縄県 竹富町 船浮小学校 

728 埼玉県 久喜市 久喜市立栢間小学校 
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729 石川県 金沢市 金沢市立十一屋小学校 

730 沖縄県 那覇市 城東小学校 

731 石川県 金沢市 不動寺小学校 

732 北海道 小樽市 小樽市立山の手小学校 

733 大阪府 大阪市平野区 長吉南小学校 

734 佐賀県 鳥栖市 麓小学校 

735 山形県 山形市 山形市立出羽小学校 

736 大阪府 大阪市平野区 長吉南小学校 

737 新潟県 長岡市 浦瀬小学校 

738 大阪府 豊中市 高川小学校 

739 山形県 山形市 山形市立第八小学校 

740 東京都 西東京市 西東京市立東伏見小学校 

741 東京都 北区 北区立第四岩淵小学校 

742 北海道 札幌市 札幌市立米里小学校 

743 愛知県 春日井市 松山小学校 

744 埼玉県 新座市 新座市立野寺小学校 

745 宮城県 栗原市 栗原市立鶯沢小学校 

746 東京都 品川区 品川区立伊藤小学校 

747 島根県 吉賀町 吉賀町立七日市小学校 

748 静岡県 浜松市 相生小学校 

749 福岡県 春日市 春日市立大谷小学校 

750 栃木県 真岡市 真岡市立真岡東小学校 

751 岐阜県 恵那市 恵那市立飯地小学校 

752 静岡県 川根本町 静岡県榛原郡川根本町立中川根南部小学校 

753 北海道 函館市 駒場小学校 

754 宮城県 仙台市 仙台市立将監中央小学校 

755 静岡県 浜松市 相生小学校 

756 北海道 名寄市 名寄南小学校 

757 長崎県 長崎市三川町 精道学園 精道三川台小学校 

758 北海道 札幌市 札幌小学校テスト 

759 長野県 長野市 長野市立緑ヶ丘小学校 

760 岡山県 津山市 津山市立高倉小学校 

761 愛知県 あま市 正則小学校 

762 大阪府 大阪市 大阪市立喜連小学校 
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763 沖縄県 多良間村 多良間小学校 

764 埼玉県 東松山市 桜山小学校 

765 福岡県 春日市 春日市立大谷小学校 

766 福岡県 春日市 大谷小学校 

767 徳島県 阿南市 吉井小学校 

768 千葉県 船橋市 船橋市立中野木小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(副教材ダウンロード校：721 校) 

  所在地   学校名 

1 埼玉県 吉見町 吉見町立東第二小学校 

2 東京都 品川区 浅間台小学校 

3 東京都 江東区 江東区立八名川小学校 

4 大阪府 大阪市 大阪市立西天満小学校 

5 福島県 中島村 中島村立滑津小学校 

6 東京都 荒川区 荒川区立第三峡田小学校 

7 神奈川県 横浜市 飯島小学校 

8 岐阜県 御嵩町 上之郷小学校 

9 千葉県 白子町 南白亀小学校 

10 岐阜県 大野町 大野町立大野小学校 

11 東京都 武蔵野市 武蔵野東小学校 

12 群馬県 高崎市 高崎市立南小学校 

13 兵庫県 宝塚市 良元小学校 

14 埼玉県 春日部市 豊春小学校 
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15 石川県 小松市 木場小学校 

16 東京都 東村山市 秋津東小学校 

17 岩手県 花巻市 湯口小学校 

18 新潟県 新潟市 新潟市立升潟小学校 

19 兵庫県 伊丹市 伊丹市立緑丘小学校 

20 兵庫県 神戸市 神戸市立下畑台小学校 

21 長野県 天龍村 学校法人どんぐり向方学園どんぐり向方小学校 

22 兵庫県 明石市 山手小学校 

23 岐阜県 土岐市 土岐市立下石小学校 

24 茨城県 水戸市 常磐小学校 

25 兵庫県 丹波市 丹波市立前山小学校 

26 宮城県 仙台市青葉区 栗生小学校 

27 宮城県 仙台市仙台市 仙台市立南吉成小学校 

28 島根県 雲南市 加茂小学校 

29 神奈川県 相模原市 相模女子大学小学部 

30 栃木県 日光市 今市第三小学校 

31 新潟県 糸魚川市 青海小学校 

32 愛知県 豊田市 滝脇小学校 

33 東京都 葛飾区 飯塚小学校 

34 滋賀県 長浜市 塩津小学校 

35 宮城県 利府町 利府町立利府第三小学校 

36 大阪府 豊中市 東泉丘小学校 

37 神奈川県 横浜市 黒須田小学校 

38 栃木県 日光市 日光市立今市小学校 

39 新潟県 長岡市 四郎丸小学校 

40 徳島県 鳴門市 鳴門東小学校 

41 群馬県 沼田市 升形小学校 

42 神奈川県 大和市 聖セシリア小学校 

43 東京都 板橋区 富士見台小学校 

44 北海道 函館市 北海道教育大学附属函館小学校 

45 香川県 高松市 高松市立男木小学校 

46 新潟県 新潟市 新潟市立東曽野木小学校 

47 北海道 苫小牧市 苫小牧市立澄川小学校 

48 群馬県 渋川市 渋川市立伊香保小学校 
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49 岩手県 一戸町 一戸町立鳥海小学校 

50 群馬県 桐生市 桐生市立新里北小学校 

51 東京都 世田谷区 世田谷区立砧南小学校 

52 大阪府 岸和田市 天神山小学校 

53 群馬県 藤岡市 藤岡市立美九里西小学校 

54 北海道 恵庭市 北海道恵庭市立松恵小学校 

55 福岡県 水巻町 伊左座小学校 

56 愛知県 春日井市 石尾台小学校 

57 広島県 広島市南区似島町字大黄 2410 広島市立似島小学校 

58 愛媛県 今治市 今治市立岡村小学校 

59 鹿児島県 鹿児島市 瀬々串小学校 

60 福井県 丹生郡越前町 越前町立朝日小学校 

61 福岡県 春日市 春日市立春日小学校 

62 佐賀県 白石町 有明東小学校 

63 群馬県 渋川市 津久田小学校 

64 栃木県 宇都宮市 宇都宮市立豊郷北小学校 

65 東京都 八王子市 横山第一小学校 

66 岐阜県 垂井町 岩手小学校 

67 奈良県 十津川村 十津川第一小学校 

68 滋賀県 大津市 伊香立小学校 

69 奈良県 十津川村 十津川第二小学校 

70 福岡県 志免町 志免中央小学校 

71 静岡県 沼津市 沼津市立原東小学校 

72 北海道 札幌市手稲区 札幌市立前田小学校 

73 兵庫県 西宮市 香櫨園小学校 

74 岩手県 奥州市 衣里小学校 

75 沖縄県 那覇市 那覇市立垣花小学校 

76 東京都 御蔵島村 御蔵島村立御蔵島小学校 

77 茨城県 土浦市 真鍋小学校 

78 兵庫県 神戸市 神戸市立千鳥が丘小学校 

79 栃木県 大田原市 薄葉小学校 

80 福岡県 嘉麻市 稲築西小学校 

81 福井県 福井市 福井市麻生津小学校 

82 宮城県 仙台市 仙台市立中野栄小学校 
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83 愛知県 知立市 知立市立八ツ田小学校 

84 福岡県 福岡市 名島小学校 

85 東京都 台東区 台東区立金曾木小学校 

86 福井県 小浜市 内外海小学校 

87 千葉県 市川市 市川市立大野小学校 

88 愛知県 豊田市 古瀬間小学校 

89 香川県 高松市 高松市立浅野小学校 

90 岡山県 赤磐市 赤磐市立山陽北小学校 

91 兵庫県 神戸市 八多小学校 

92 長野県 松本市 源池小学校 

93 岡山県 岡山市北区 岡山市立鹿田小学校 

94 山口県 下関市 小月小学校 

95 宮城県 石巻市 石巻市立東浜小学校 

96 大分県 臼杵市 市浜小学校 

97 千葉県 市原市 有秋南小学校 

98 栃木県 那須烏山市 江川小学校 

99 香川県 木田郡三木町 三木町立白山小学校 

100 大阪府 箕面市 とどろみ小学校 

101 大阪府 堺市西区 堺市立鳳小学校 

102 福岡県 福岡市 片江小学校 

103 香川県 高松市 高松市立屋島小学校 

104 新潟県 粟島浦村 粟島浦小中学校 

105 兵庫県 神戸市 桜の宮小学校 

106 愛知県 名古屋市 植田北小学校 

107 山口県 光市 束荷小学校 

108 群馬県 千代田町 千代田町立東小学校 

109 奈良県 橿原市 香久山小学校 

110 千葉県 松戸市 新松戸南小学校 

111 大阪府 箕面市 彩都の丘小学校 

112 愛知県 名古屋市昭和区 名古屋市立白金小学校 

113 山口県 周南市 周南市立勝間小学校 

114 東京都 新宿区 新宿区立富久小学校 

115 神奈川県 平塚市 城島小学校 

116 栃木県 栃木市 栃木市立国府北小学校 
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117 京都府 京都市 京都市立第三錦林小学校 

118 神奈川県 足柄上郡中井町 井ノ口小学校 

119 静岡県 浜松市 浜松市立伊目小学校 

120 鹿児島県 阿久根市 西目小学校 

121 鳥取県 鳥取市 鳥取市立面影小学校 

122 福井県 美浜町 美浜中央小学校 

123 群馬県 前橋市 原小学校 

124 徳島県 徳島市 鳴門教育大学附属小学校 

125 鹿児島県 鹿屋市 大黒小学校 

126 千葉県 船橋市 船橋市立若松小学校 

127 兵庫県 神戸市 神戸市立真陽小学校 

128 埼玉県 所沢市 東所沢小学校 

129 徳島県 鳴門市 鳴門市明神小学校 

130 愛媛県 松山市 湯山小学校 

131 東京都 府中市 府中市立白糸台小学校 

132 鹿児島県 南さつま市 加世田小学校 

133 愛知県 豊田市 豊田市立上鷹見小学校 

134 福島県 南会津 南会津町立田島第二小学校 

135 兵庫県 姫路市 姫路市立八木小学校 

136 沖縄県 石垣市 富野小中学校 

137 福島県 磐梯町 磐梯第二小学校 

138 沖縄県 南風原町 南風原町立南風原小学校 

139 山口県 下関市 下関市立養治小学校 

140 滋賀県 大津市 雄琴小学校 

141 新潟県 新潟市 新飯田小学校 

142 滋賀県 大津市 志賀小学校 

143 鹿児島県 鹿児島市 清和小学校 

144 神奈川県 横浜市 横浜市立中尾小学校 

145 新潟県 新潟県 柏崎市立二田小学校 

146 愛知県 名古屋市中村区 岩塚小学校 

147 広島県 広島市 広島市立久地南小学校 

148 山梨県 上野原市 秋山小学校 

149 兵庫県 たつの市 たつの市立小宅小学校 

150 東京都 渋谷区 青山学院初等部 
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151 北海道 札幌市 札幌市立中沼小学校 

152 福島県 いわき市 双葉町立双葉北小学校 

153 福岡県 福岡市 愛宕浜小学校 

154 山梨県 鯖江市 吉川小学校 

155 新潟県 村上市 村上市立平林小学校 

156 北海道 富良野市 北海道富良野市立扇山小学校 

157 広島県 広島市 山田小学校 

158 神奈川県 厚木市 厚木市立戸田小学校 

159 群馬県 みどり市 みどり市立笠懸小学校 

160 新潟県 長岡市 栖吉小学校 

161 新潟県 新発田市 新潟県新発田市立紫雲寺小学校 

162 大阪府 堺市北区 堺市立金岡南小学校 

163 愛知県 安城市 安城市立安城東部小学校 

164 宮崎県 都城市 有水小学校 

165 福岡県 北九州市 北九州市立折尾西小学校 

166 青森県 三沢市 上久保小学校 

167 静岡県 富士宮市 富士宮市立上野小学校 

168 東京都 八王子市 八王子市立高倉小学校 

169 福岡県 北九州市 赤坂小学校 

170 奈良県 橿原市 橿原市立畝傍南小学校 

171 岡山県 小田郡矢掛町 川面小学校 

172 愛媛県 宇和島市 宇和島市立玉津小学校 

173 岐阜県 可児市 可児市立兼山小学校 

174 愛媛県 松山市 松山市立難波小学校 

175 兵庫県 神戸市 神戸市立上筒井小学校 

176 大阪府 泉大津市 泉大津市立条東小学校 

177 岐阜県 池田町 池田町立八幡小学校 

178 大阪府 大阪市 大阪市立依羅小学校 

179 神奈川県 厚木市 厚木市立妻田小学校 

180 愛知県 一宮市 一宮市立北方小学校 

181 岡山県 総社市 維新小学校 

182 栃木県 芳賀郡益子町 益子町立益子小学校 

183 大阪府 大阪市 大阪市立中津小学校 

184 愛知県 豊橋市横須賀町宮元 豊橋市立津田小学校 
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185 大阪府 河内長野市 河内長野市立天野小学校 

186 栃木県 足利市 足利市立南小学校 

187 福岡県 大牟田市 大牟田市立駛馬小学校 

188 愛知県 半田市 半田市立宮池小学校 

189 大阪府 東大阪市 東大阪市立枚岡東小学校 

190 兵庫県 神戸市 だいち小学校 

191 茨城県 阿見町 阿見町立舟島小学校 

192 愛知県 一宮市 一宮市立 起小学校 

193 茨城県 水戸市 学校法人リリー文化学園 リリーベール小学校 

194 千葉県 千葉市 千葉市立小谷小学校 

195 岡山県 岡山市 岡山市立西大寺南小学校 

196 熊本県 熊本市 弓削小学校 

197 山梨県 中央市 田富南小学校 

198 長野県 千曲市 戸倉小学校 

199 東京都 武蔵野市 武蔵野市立第五小学校 

200 兵庫県 姫路市 姫路市立峰相小学校 

201 徳島県 阿南市 新野小学校 

202 東京都 台東区 台東区立田原小学校 

203 埼玉県 新座市 新座市立池田小学校 

204 新潟県 小千谷市 小千谷小学校 

205 兵庫県 三田市 あかしあ台小学校 

206 静岡県 牧之原市 牧之原市立勝間田小学校 

207 熊本県 山都町 蘇陽小学校 

208 山形県 酒田市 酒田市立広野小学校 

209 鹿児島県 鹿児島市 口之島小中学校 

210 新潟県 上越市 北諏訪小学校 

211 岐阜県 郡上市 大和第一北小学校 

212 北海道 帯広市 帯広市立西小学校 

213 三重県 亀山市 亀山市立亀山南小学校 

214 新潟県 燕市 燕北小学校 

215 福島県 田村郡三春町 三春町立岩江小学校 

216 福岡県 北九州市 北九州市立松ヶ江南小学校 

217 群馬県 高崎市 南陽台小学校 

218 東京都 町田市 町田市立南第四小学校 
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219 愛知県 名古屋市北区 楠西小学校 

220 京都府 宇治市 宇治市立菟道小学校 

221 鳥取県 八頭郡智頭町 智頭町立智頭小学校 

222 神奈川県 横浜市 平戸台小学校 

223 兵庫県 宝塚市 すみれガ丘小学校 

224 広島県 福山市沼隈町 福山市立山南小学校 

225 北海道 むかわ町 鵡川中央小学校 

226 愛媛県 西条市 吉岡小学校 

227 大阪府 堺市 堺市立五箇荘東小学校 

228 京都府 木津川市 加茂小学校 

229 愛知県 豊橋市 弘 

230 岩手県 一関市 金沢小学校 

231 岐阜県 川辺町 川辺町立川辺西小学校 

232 岐阜県 岐阜市 美濃市立美濃小学校 

233 和歌山県 和歌山市 高松小学校 

234 三重県 菰野町 鵜川原小学校 

235 福島県 郡山市 郡山市立東芳小学校 

236 大阪府 大阪市福島区大開 2 丁目 10-28 大阪市立大開小学校 

237 熊本県 菊池市 菊池市立戸崎小学校 

238 大阪府 箕面市 萱野小学校 

239 福島県 只見町 只見町立只見小学校 

240 神奈川県 川崎市 新作小学校 

241 神奈川県 横浜市 万騎が原小学校 

242 新潟県 湯沢町 湯沢小学校 

243 奈良県 大和高田市 菅原小学校 

244 大分県 豊後大野市 三重第一小学校 

245 山梨県 笛吹市 一宮南小学校 

246 大阪府 高槻市 郡家小学校 

247 富山県 富山市 富山市立鵜坂小学校 

248 兵庫県 宝塚市 すみれガ丘小学校 

249 岡山県 備前市 備前市立日生東小学校 

250 熊本県 多良木町 多良木町立多良木小学校 

251 北海道 遠軽町 白滝小学校 

252 茨城県 つくば市 つくば市立島名小学校 
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253 広島県 福山市 福山市立御野小学校 

254 静岡県 浜松市 西気賀小学校 

255 愛知県 名古屋市 極楽小学校 

256 兵庫県 神戸市 月が丘小学校 

257 大阪府 八尾市 八尾市立志紀小学校 

258 長崎県 南松浦郡新上五島町 魚目小学校 

259 愛媛県 四国中央市 四国中央市立川滝小学校 

260 宮崎県 日南市 榎原小学校 

261 大阪府 泉南市 大阪府泉南市立東小学校 

262 沖縄県 北中城村 沖縄三育小学校 

263 千葉県 香取市 香取市立わらびが丘小学校 

264 滋賀県 東近江市 能登川北小学校 

265 沖縄県 石垣市 平真小学校 

266 和歌山県 和歌山市 川永小学校 

267 鹿児島県 南九州市 南九州市立 別府小学校 

268 福岡県 福岡市 福岡市立東若久小学校 

269 静岡県 静岡市 賤機中小学校 

270 兵庫県 宝塚市 長尾小学校 

271 大阪府 大阪市西淀川区 大阪市立姫島小学校 

272 愛知県 豊川市 国府小学校 

273 愛知県 名古屋市守山区 名古屋市立苗代小学校 

274 埼玉県 上尾市 大谷小学校 

275 茨城県 水戸市 水戸市立稲荷第二小学校 

276 福岡県 北九州市 大谷小学校 

277 三重県 四日市市 羽津小学校 

278 岐阜県 海津市海津町安田 72 番地 海津市立西江小学校 

279 長野県 長野市 戸隠小学校 

280 岡山県 岡山市北区 岡山市立中山小学校 

281 神奈川県 厚木市 七沢希望の丘初等学校 

282 奈良県 平町町 平群町立平群北小学校 

283 兵庫県 神戸市 東垂水小学校 

284 茨城県 古河市釈迦 古河市立釈迦小学校 

285 兵庫県 神戸市 神戸市立南落合小学校 

286 北海道 旭川市 旭川市立愛宕小学校 
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287 埼玉県 北本市 中丸小学校 

288 東京都 目黒区 中目黒小学校 

289 兵庫県 三田市 三田市立狭間小学校 

290 大阪府 豊中市 豊中市立野田小学校 

291 福岡県 田川市 田川小学校 

292 山口県 山口市 山口市立小郡南小学校 

293 広島県 広島市 広島市立楽々園小学校 

294 大阪府 交野市 長宝寺小学校 

295 神奈川県 葉山町 一色小学校 

296 北海道 室蘭市 みなと小学校 

297 京都府 与謝郡与謝野町 与謝野町立岩滝小学校 

298 徳島県 美波町 美波町立伊座利小学校 

299 茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市立大賀小学校 

300 埼玉県 所沢市 上新井小学校 

301 北海道 赤井川村 都小学校 

302 群馬県 高崎市 高崎市立城東小学校 

303 愛媛県 西条市 飯岡小学校 

304 和歌山県 海南市 加茂川小学校 

305 茨城県 ひたちなか市 東石川小学校 

306 福島県 矢吹町 矢吹小学校 

307 新潟県 燕市 吉田小学校 

308 宮城県 仙台市 仙台市立荒井小学校 

309 鹿児島県 鹿児島郡十島村 宝島小学校 

310 山口県 山口市 山口市立中央小学校 

311 大阪府 摂津市 千里丘小学校 

312 静岡県 浜松市 西小学校 

313 兵庫県 神戸市 神戸市立妙法寺小学校 

314 愛知県 名古屋市中川区 名古屋市立篠原小学校 

315 東京都 葛飾区 葛飾区立梅田小学校 

316 滋賀県 湖南市 三雲小学校 

317 茨城県 ひたちなか市 前渡小学校 

318 東京都 世田谷区 武蔵丘 

319 山口県 山口市 大内南小学校 

320 北海道 旭川市 新富小学校 
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321 北海道 苫小牧市 苫小牧市立苫小牧西小学校 

322 北海道 帯広市 帯広市立緑丘小学校 

323 奈良県 葛城市 葛城市立新庄北小学校 

324 和歌山県 湯浅町 湯浅町立山田小学校 

325 北海道 釧路市 釧路市立湖畔小学校 

326 三重県 松阪市 中原小学校 

327 神奈川県 横浜市鶴見区 横浜市立末吉小学校 

328 福岡県 福岡市中央区 福岡市立春吉小学校 

329 福岡県 北九州市 田野浦小学校 

330 岡山県 玉野市 玉野市立玉小学校 

331 愛知県 岡崎市 細川小学校 

332 北海道 赤井川村 都小学校 

333 三重県 四日市市 三重小学校 

334 岡山県 倉敷市 倉敷市立天城小学校 

335 熊本県 八代市 八代市立高田小学校 

336 茨城県 土浦市 土浦市立乙戸小学校 

337 奈良県 天理市 天理市立福住小学校 

338 埼玉県 ふじみ野市 元福小学校 

339 北海道 八雲町 山越小学校 

340 東京都 墨田区 二葉小学校 

341 京都府 木津川市 上狛小学校 

342 兵庫県 神戸市長田区房王寺町 神戸市立名倉小学校 

343 長崎県 長崎市 長崎市立上長崎小学校 

344 東京都 武蔵野市 武蔵野市立第五小学校 

345 静岡県 静岡市 静岡市立長田東小学校 

346 東京都 大田区 雪谷小学校 

347 兵庫県 神戸市 神戸市立高津橋小学校 

348 福岡県 糸島市 一貴山小学校 

349 福島県 郡山市 富田小学校 

350 鹿児島県 鹿児島市 池田学園池田小学校 

351 山形県 中山町 長崎小学校 

352 福岡県 北九州市八幡東区 大蔵小学校 

353 東京都 新宿区 新宿区立落合第五小学校 

354 愛知県 名古屋市 星崎小学校 
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355 鳥取県 米子市 福米東小学校 

356 新潟県 新潟市 新潟市立小瀬小学校 

357 福井県 福井市 福井市円山小学校 

358 愛知県 岡崎市 秦梨小学校 

359 大阪府 池田市 池田市立五月丘小学校 

360 石川県 金沢市 金沢市立額小学校 

361 神奈川県 横浜市神奈川区 捜真学院 捜真小学校 

362 愛知県 海部郡蟹江町 新蟹江小学校 

363 福井県 筑北村 筑北小学校 

364 熊本県 熊本市東区 楡木小学校 

365 熊本県 玉名市 鍋小学校 

366 東京都 杉並区高円寺南 2-33-28 光塩女子学院初等科 

367 福岡県 大牟田市 大牟田市立羽山台小学校 

368 大阪府 河内長野市 千代田小学校 

369 三重県 四日市市 内部小学校 

370 広島県 三原市 広島三育学院大和小学校 

371 鹿児島県 屋久島町 真 

372 長崎県 西彼杵郡長与町 長与町立長与小学校 

373 岡山県 吉備中央町 円城小学校 

374 岡山県 岡山市 就実小学校 

375 山形県 山形市 山形大学附属小学校 

376 北海道 室蘭市  室蘭市立旭ヶ丘小学校 

377 北海道 北見市 北見市立三輪小学校 

378 熊本県 熊本市東区 楡木小学校 

379 新潟県 新潟市 新潟市立亀田西小学校 

380 神奈川県 横浜市 横浜市立森東小学校 

381 和歌山県 印南町 印南小学校 

382 山口県 周南市 櫛浜小学校 

383 福井県 吉田郡永平寺町 御陵小学校 

384 和歌山県 紀の川市 紀の川市立竜門小学校 

385 徳島県 海部郡美波町西の地字谷裏９０－１９ 由岐小学校 

386 兵庫県 福崎町 田原小学校 

387 兵庫県 南あわじ市 松帆小学校 

388 福島県 郡山市 三和小学校 
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389 山形県 山形市 山形市立第一小学校 

390 和歌山県 印南町 印南町立印南小学校 

391 沖縄県 那覇市 沖縄県 那覇市立 真和志小学校 

392 山形県 酒田市 酒田市立富士見小学校 

393 鳥取県 市 鳥取県倉吉市立河北小学校 

394 滋賀県 守山市 守山市立河西小学校 

395 徳島県 徳島市 南井上小学校 

396 東京都 町田市 町田市立小山小学校 

397 滋賀県 甲賀市 甲賀市立甲南第三小学校 

398 神奈川県 相模原市 上溝小学校 

399 東京都 墨田区 押上小学校 

400 愛媛県 西条市 徳田小学校 

401 石川県 富山市 富山市立八尾小学校 

402 福岡県 久留米市北野町 北野小学校 

403 北海道 札幌市西区 札幌市立発寒南小学校 

404 北海道 小樽市 小樽市立高島小学校 

405 埼玉県 上里町 長幡小学校 

406 東京都 府中市 府中第八小学校 

407 岡山県 井原市 稲倉小学校 

408 愛知県 豊田市幸海町 豊田市立幸海小学校 

409 和歌山県 みなべ町 高城小学校 

410 福岡県 小郡市 小郡市立御原小学校 

411 神奈川県 川崎市川崎区 向小学校 

412 千葉県 いすみ市 いすみ市立長者小学校 

413 大阪府 和泉市 和泉市立光明台南小学校 

414 奈良県 奈良市 青和小学校 

415 岡山県 岡山市 平津小学校 

416 広島県 広島市中区 基町小学校 

417 新潟県 上越市板倉区 板倉小学校 

418 奈良県 河合町 河合第二小学校 

419 長崎県 南松浦郡新上五島町 魚目小学校 

420 静岡県 牧之原市 相良小学校 

421 熊本県 宇土市 宇土市立宇土東小学校 

422 熊本県 上益城郡益城町 益城町立津森小学校 
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423 千葉県 匝瑳市 匝瑳市立豊和小学校 

424 神奈川県 横浜市旭区 二俣川小学校 

425 奈良県 河合町 河合町立河合第二小学校 

426 東京都 世田谷区 田園調布雙葉小学校 

427 石川県 野々市市 野々市市立野々市小学校 

428 栃木県 宇都宮市 雀宮東小学校 

429 神奈川県 横浜市港北区 小机小学校 

430 群馬県 桐生市 東小学校 

431 千葉県 旭市 中央小学校 

432 東京都 足立区 足立区立栗原小学校 

433 香川県 高松市 亀阜小学校 

434 福岡県 北九州市 北九州市立 医生丘小学校 

435 長崎県 長崎市 長崎市立山里小学校 

436 北海道 遠軽町 生田原小学校 

437 愛知県 名古屋市 名古屋市立中村小学校 

438 兵庫県 加古川市 加古川市立神野小学校 

439 新潟県 新潟市 亀田西小学校 

440 秋田県 由利本荘市 東由利小学校 

441 神奈川県 横浜市 井土ケ谷小学校 

442 沖縄県 西原町 西原小学校 

443 広島県 広島市安佐南区山本 広島市立山本小学校 

444 兵庫県 姫路市 姫路市立高岡西小学校 

445 埼玉県 八潮市 大原小学校 

446 沖縄県 沖縄市 比屋根小学校 

447 埼玉県 蕨市 蕨市立北小学校 

448 福井県 福井市 六条小学校 

449 千葉県 柏市 柏市立中原小学校 

450 広島県 広島市南区 広島市立仁保小学校 

451 神奈川県 伊勢原市 伊勢原小学校 

452 広島県 呉市 港町小学校 

453 兵庫県 西脇市 芳田小学校 

454 福岡県 福岡市 千早小学校 

455 北海道 名寄市 名寄東小学校 

456 広島県 広島市南区 広島市立翠町小学校 
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457 栃木県 栃木市 栃木市立赤麻小学校 

458 広島県 尾道市 吉和小学校 

459 東京都 品川区 品川区立浅間台小学校 

460 福岡県 福岡市 福岡市立美和台小学校 

461 千葉県 東金市 城西小学校 

462 茨城県 日立市 大沼小学校 

463 山口県 光市 岩田小学校 

464 北海道 留萌市 留萌市立留萌小学校 

465 兵庫県 姫路市 花田小学校 

466 鹿児島県 薩摩川内市 水引小学校 

467 大阪府 大阪市淀川区 宮原小学校 

468 東京都 品川区 芳水小学校 

469 新潟県 長岡市 長岡市立新組小学校 

470 和歌山県 有田郡有田川町 田殿小学校 

471 徳島県 小松島市 児安小学校 

472 山口県 山口市 陶小学校 

473 奈良県 奈良市 奈良市立鶴舞小学校 

474 広島県 三原市 広島三育学院大和小学校 

475 長崎県 諫早市 諫早市立みはる台小学校 

476 福岡県 福岡市 高取小学校 

477 沖縄県 南大東村 南大東小学校 

478 神奈川県 逗子市 逗子小学校 

479 神奈川県 厚木市 七沢希望の丘初等学校 

480 東京都 町田市 小山ヶ丘小学校 

481 神奈川県 藤沢市 藤沢市立羽鳥小学校 

482 秋田県 鹿角市 尾去沢小学校 

483 東京都 町田市 南第三小学校 

484 静岡県 掛川市 大渕小学校 

485 宮城県 仙台市 仙台市立東四郎丸小学校 

486 沖縄県 石垣市 石垣市立川原小学校 

487 奈良県 明日香村 明日香村立明日香小学校 

488 静岡県 吉田町 住吉小学校 

489 兵庫県 赤穂市 赤穂市立城西小学校 

490 茨城県 神栖市 神栖市立須田小学校 
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491 沖縄県 浦添市 港川小学校 

492 徳島県 東みよし町 昼間小学校 

493 福島県 郡山市 郡山市立穂積小学校 

494 大分県 日田市 光岡小学校 

495 京都府 南丹市 殿田小学校 

496 長崎県 雲仙市  八斗木小学校 

497 長野県 諏訪郡富士見町 富士見町立境小学校 

498 沖縄県 金武町 嘉芸小学校 

499 香川県 高松市 タカマツシリツツルオショウガッコウ 

500 愛知県 刈谷市 亀城小学校 

501 静岡県 富士市 須津小学校 

502 神奈川県 横浜市 大曽根小学校 

503 神奈川県 横浜市 大曽根小学校 

504 長野県 松本市 中山小学校 

505 千葉県 柏市 柏市立中原小学校 

506 広島県 広島市 広島市立大林小学校 

507 岐阜県 本巣市 本巣小学校 

508 山口県 山口市 陶小学校 

509 北海道 札幌市 厚別西小学校 

510 北海道 札幌市 札幌市立厚別西小学校 

511 茨城県 筑西市 上野小学校 

512 東京都 渋谷区 上原小学校 

513 岡山県 倉敷市 倉敷市立二万小学校 

514 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立石谷小学校 

515 東京都 渋谷区 東京女学館小学校 

516 福岡県 田川郡糸田町 糸田町立糸田小学校 

517 和歌山県 橋本市 橋本小学校 

518 愛知県 一宮市 北方小学校 

519 神奈川県 横浜市 箕輪小学校 

520 東京都 西東京市 西東京市立向台小学校 

521 千葉県 印西市 印西市立原小学校 

522 広島県 尾道市 尾道市立栗原小学校 

523 沖縄県 金武町 嘉芸小学校 

524 埼玉県 ふじみ野市 西原小学校 
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525 岡山県 倉敷市 倉敷市立水島小学校 

526 愛知県 豊明市 舘小学校 

527 山形県 鶴岡市 東栄小学校 

528 愛知県 岡崎市 岡崎市立岡崎小学校 

529 東京都 国立市 国立市立国立第三小学校 

530 愛知県 名古屋市 下志段味小学校 

531 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立錦江台小学校 

532 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 横浜市立帷子小学校 

533 静岡県 浜松市 浜松市立気田小学校 

534 愛知県 豊田市 衣丘小学校 

535 富山県 高岡市 太田小学校 

536 福島県 只見町 只見町立明和小学校 

537 千葉県 柏市 豊小学校 

538 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 かつらぎ町立大谷小学校 

539 千葉県 船橋市 前原小学校 

540 大阪府 大阪市 南津守小学校 

541 神奈川県 横浜市旭区 横浜市立四季の森小学校 

542 鹿児島県 霧島市 霧島市立霧島小学校 

543 神奈川県 横須賀市 池上小学校 

544 北海道 斜里郡小清水町 小清水町立小清水小学校 

545 東京都 江東区 南陽小学校 

546 岐阜県 各務原市 稲羽西小学校 

547 岐阜県 揖斐川町 揖斐川町立清水小学校 

548 神奈川県 横浜市 岩崎小学校 

549 福岡県 苅田町 片島小学校 

550 北海道 足寄町 足寄町立芽登小学校 

551 福岡県 福岡市 別府小学校 

552 山形県 酒田市 西荒瀬小学校 

553 茨城県 神栖市 植松小学校 

554 高知県 黒潮町 黒潮町立三浦小学校 

555 大分県 竹田市 竹田市立城原小学校 

556 滋賀県 草津市 草津市立玉川小学校 

557 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市立庄内小学校 
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558 秋田県 由利本荘市 西目小学校 

559 大阪府 枚方市 枚方市立中宮小学校 

560 島根県 隠岐郡知夫村 知夫村立知夫小学校 

561 大阪府 大阪市生野区 大阪市立舎利寺小学校 

562 兵庫県 播磨町 播磨南小学校 

563 福岡県 糸島市 糸島市立長糸小学校 

564 大分県 宇佐市 宇佐市立津房小学校 

565 兵庫県 神戸市 神戸市立桜の宮小学校 

566 岩手県 宮古市 宮古市立崎山小学校 

567 埼玉県 杉戸町 杉戸町立杉戸第三小学校 

568 東京都 国立市 国立学園小学校 

569 長野県 加賀市 作見小学校 

570 京都府 京都市 竹田小学校 

571 大阪府 大阪市西区 大阪市立九条東小学校 

572 福岡県 北九州市 竹末小学校 

573 大阪府 豊中市 大阪市立東井高野小学校 

574 大阪府 大阪市 大阪市立茨田南小学校 

575 愛知県 豊橋市 富士見小学校 

576 茨城県 鹿嶋市 豊郷小学校 

577 群馬県 前橋市 大室小学校 

578 北海道 札幌市 前田小学校 

579 新潟県 妙高市 妙高高原南小学校 

580 北海道 幌延町 幌延小学校 

581 岐阜県 大垣市 川並小学校 

582 神奈川県 秦野市 秦野市立末広小学校 

583 栃木県 宇都宮市 宇都宮市立横川西小学校 

584 東京都 墨田区 墨田区立業平小学校 

585 滋賀県 湖南市 石部小学校 

586 新潟県 新潟市 東中野山小学校 

587 大阪府 大阪市東住吉区 公園南矢田 2 丁目 15-43 矢田西小学校 

588 神奈川県 横浜市 横浜市立瀬戸ケ谷小学校 

589 東京都 世田谷区 二子玉川小学校 

590 茨城県 日立市 坂本小学校 

591 北海道 幌延町 幌延小学校 
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592 福井県 敦賀市 敦賀市立松原小学校 

593 山梨県 甲府市 舞鶴小学校 

594 佐賀県 佐賀市 北山東部小学校 

595 愛知県 江南市 藤里小学校 

596 大阪府 泉佐野市 泉佐野市立大木小学校 

597 栃木県 那須塩原市 東小学校 

598 栃木県 宇都宮市 清原東小学校 

599 山梨県 甲府市 舞鶴小学校 

600 新潟県 新潟市 新潟市立早通南小学校 

601 北海道 江別市 江別市立中央小学校 

602 大分県 大分市 金池小学校 

603 岐阜県 岐阜市太郎丸 1034 番地 三輪南 

604 神奈川県 横浜市 東希望が丘小学校 

605 群馬県 前橋市 総社小学校 

606 埼玉県 さいたま市 植竹小 

607 埼玉県 さいたま市 植竹小 

608 京都府 綾部市 中筋小学校 

609 群馬県 太田市 太田市立宝泉小学校 

610 新潟県 小千谷市 東小千谷小学校 

611 福井県 鯖江市 片上小学校 

612 静岡県 三島市 三島市立中郷小学校 

613 福岡県 北九州市 引野小学校 

614 大阪府 大阪市阿倍野区 苗代小学校 

615 京都府 京都市 京都聖母学院小学校 

616 福岡県 飯塚市 飯塚市立飯塚東小学校 

617 島根県 大田市 北三瓶小学校 

618 兵庫県 神戸市灘区 美野丘小学校 

619 神奈川県 横浜市 西本郷小学校 

620 秋田県 大仙市 大仙市立南外小学校 

621 静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市立大仁北小学校 

622 沖縄県 宜野湾市 沖縄カトリック小学校 

623 愛知県 尾張旭市 渋川小学校 

624 神奈川県 横浜市 横浜三育小学校 

625 北海道 札幌市 札幌市立新川中央小学校 
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626 茨城県 八千代町 八千代町立西豊田小学校 

627 沖縄県 西原町 西原南小学校 

628 千葉県 船橋市 船橋市立三山東小学校 

629 東京都 北区 星美学園小学校 

630 三重県 熊野市 木本小学校 

631 長崎県 五島市 三井楽小学校 

632 群馬県 上野村 上野村立上野小学校 

633 沖縄県 糸満市 米須小学校 

634 愛知県 名古屋市 梅森坂小学校 

635 栃木県 宇都宮市 細谷小学校 

636 埼玉県 新座市 東野小学校 

637 栃木県 那須烏山市 那須烏山市立境小学校 

638 三重県 伊賀氏阿保 1789 青山小学校 

639 青森県 弘前市 弘前市立大和沢小学校 

640 秋田県 秋田市 中通小学校 

641 埼玉県 北本市 北本市立南小学校 

642 北海道 猿払村 浜鬼志別小学校 

643 静岡県 浜松市中区 浜松市立上島小学校 

644 山口県 萩市 萩市立越ケ浜小学校 

645 大阪府 堺市西区鳳南町 鳳南小学校 

646 埼玉県 三郷市 三郷市立高州東小学校 

647 大阪府 大阪市立住之江 南港みなみ小学校 

648 福島県 玉川村 須釜小学校 

649 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立松元小学校 

650 千葉県 成田市 成田市立橋賀台小学校 

651 宮城県 仙台市若林区 聖ウルスラ学院英智小・中学校 

652 千葉県 印西市 小倉台小学校 

653 滋賀県 彦根市 稲枝東小学校 

654 千葉県 船橋市 高根小学校 

655 茨城県 東茨城郡城里町 沢山小学校 

656 神奈川県 横浜市 森村学園初等部 

657 長野県 上伊那郡箕輪町 箕輪町立箕輪中部小学校 

658 福岡県 福岡市 福岡市立宮竹小学校 

659 兵庫県 丹波市 大路小学校 
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660 神奈川県 川崎市高津区 洗足学園小学校 

661 神奈川県 横浜市 新石川小学校 

662 東京都 千代田区 暁星小学校 

663 兵庫県 丹波篠山市今田町下小野原 61 今田小学校 

664 愛知県 田原市 童浦小学校 

665 兵庫県 加西市 富田小学校 

666 愛媛県 西条市 西条市立壬生川小学校 

667 千葉県 我孫子市 我孫子第一小学校 

668 福島県 双葉町 双葉南・北小学校 

669 埼玉県 東松山市 東松山市立青鳥小学校 

670 富山県 立山町 立山町立高野小学校 

671 東京都 目黒区 下目黒小学校 

672 鹿児島県 鹿児島市 福平小学校 

673 新潟県 新潟市 葛塚東小学校 

674 愛知県 蒲郡市 中央小学校 

675 青森県 今別町 今別町立今別小学校 

676 群馬県 渋川市 渋川市立橘小学校 

677 沖縄県 竹富町 船浮小学校 

678 岐阜県 海津市 下多度小学校 

679 埼玉県 久喜市 久喜市立栢間小学校 

680 沖縄県 金武町 金武小学校 

681 石川県 金沢市 金沢市立十一屋小学校 

682 東京都 東大和市 東大和市立第四小学校 

683 沖縄県 那覇市 城東小学校 

684 愛知県 みよし市 中部小学校 

685 石川県 金沢市 不動寺小学校 

686 北海道 小樽市 小樽市立山の手小学校 

687 大阪府 大阪市平野区 長吉南小学校 

688 奈良県 上牧町 上牧町立上牧第三小学校 

689 佐賀県 鳥栖市 麓小学校 

690 山形県 山形市 山形市立出羽小学校 

691 新潟県 長岡市 浦瀬小学校 

692 大阪府 豊中市 高川小学校 

693 山形県 山形市 山形市立第八小学校 
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694 東京都 西東京市 西東京市立東伏見小学校 

695 東京都 北区 北区立第四岩淵小学校 

696 北海道 札幌市 札幌市立米里小学校 

697 愛知県 春日井市 松山小学校 

698 埼玉県 新座市 新座市立野寺小学校 

699 宮城県 栗原市 栗原市立鶯沢小学校 

700 東京都 品川区 品川区立伊藤小学校 

701 島根県 吉賀町 吉賀町立七日市小学校 

702 栃木県 真岡市 真岡市立真岡東小学校 

703 岐阜県 恵那市 恵那市立飯地小学校 

704 静岡県 川根本町 静岡県榛原郡川根本町立中川根南部小学校 

705 北海道 函館市 駒場小学校 

706 宮城県 仙台市 仙台市立将監中央小学校 

707 熊本県 錦町 西小学校 

708 北海道 名寄市 名寄南小学校 

709 長崎県 長崎市三川町 精道学園 精道三川台小学校 

710 北海道 札幌市 札幌小学校テスト 

711 北海道 長万部町 長万部町立静狩小学校 

712 長野県 長野市 長野市立緑ヶ丘小学校 

713 岡山県 津山市 津山市立高倉小学校 

714 愛知県 あま市 正則小学校 

715 大阪府 大阪市 大阪市立喜連小学校 

716 沖縄県 多良間村 多良間小学校 

717 大阪府 吹田市 豊津第一小学校 

718 徳島県 阿南市 吉井小学校 

719 千葉県 船橋市 船橋市立中野木小学校 

720 鳥取県 倉吉市 倉吉市立関金小学校 

721 神奈川県 相模原市 小山小学校 

    

 

また、認知度の向上や次年度にむけた啓発内容の検討材料とするため、使用した小学校担当

者へアンケートを実施した。アンケート実施の際は、環境負荷軽減のため、オンラインフォ

ームの Google フォームにて行った。 
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（アンケートフォーム） 
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アンケートの設問については、より次年度以降の参考となるデータを収集するため、担当

官と協議の上決定、実施した。 

(アンケート設問) 

●小学校名 ●ご担当者名  

 

1. 啓発冊子・動画の【使用学年】をお選びください。 

(あてはまるもの全て)  
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冊子：●1 年生 ●2年生 ●3年生 ●4年生 ●5年生 ●6年生 

動画：●冊子と同じ ●1 年生 ●2年生 ●3年生 ●4年生 ●5年生 ●6年生  

2. 啓発冊子・動画の【使用シーン】をお選びください。 

(あてはまるもの全て)  

 冊子：●社会科指導 ●家庭科指導 ●総合的な学習の時間 ●その他( ) 

 動画：●社会科指導 ●家庭科指導 ●総合的な学習の時間 ●その他( ) ●冊子と

同じ 

 

 

3. 啓発冊子・動画の【使用時期】をお選びください。 

(あてはまるもの全て)  

 冊子：●6 月～7 月 ●夏休み期間中 ●9 月～10 月 ●11 月～12 月 ●まだ使用し

ていない 

動画：●6 月～7 月 ●夏休み期間中 ●9月～10 月 ●11 月～12 月 ●まだ使用して

いない ●冊子と同じ 

 

 

4. 啓発冊子・動画を【使用して児童へ説明した方】をお選びください。 

(あてはまるもの全て) 

 冊子：●社会科担当教諭 ●家庭科担当教諭 ●担任 ●その他(    ) 

動画：●社会科担当教諭 ●家庭科担当教諭 ●担任 ●その他(    ) ●冊子と同じ 

 

 

5. 啓発冊子・動画のどの内容を使用しましたか。(あてはまるもの全て)  

 冊子：●全て ●P1 はじめに ●P2 限りある資源を守る３つの R ●P3 自分だけのボ

トルに水を注いで持ち歩こう ●P4 わたしの服が世界で役にたったよ ●P5 ぼくのおも

ちゃがみどりのトレイに変わったよ ●P6：今日からやってみよう３R クイズ 

 動画：●全て ●リデュース ●リユース ●リサイクル ●まとめ 

 

 

6. 児童への説明の際、啓発冊子・動画以外に、別の資料やツールを使用しましたか。 

(使用していない場合は「使用していない」と記入してください)  

●記述テキスト 

 

7．啓発動画・冊子の内容について児童から質問・意見はありましたか（ひとつだけ） 

  冊子：●質問・意見があった ●特になかった 
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  動画：●質問・意見があった ●特になかった 

8．前の質問で「あった」と答えた方はその内容をお聞かせください 

●冊子：テキスト 

●動画：テキスト 

 

9. 啓発冊子・動画を通じて、「児童」の３R への意識は、高まったと思いますか。(ひとつ

だけ) 

 冊子：●とても高まった ●やや高まった ●あまり高まってない ●高まってない 

 動画：●とても高まった ●やや高まった ●あまり高まってない ●高まってない 

 

 

10. 前の質問について、理由をお聞かせください。  

 ●記述式テキスト 

 

 

11. 以前にも、児童に対して３R や環境問題に関わる内容の指導を行ったことがあります

か(ひとつだけ) 

 ●ある ●ない ●わからない 

 

 

12. 前の質問で「ある」と答えた方は、指導の内容・使用した教材をお聞かせください 

 ●記述式テキスト 

 

 

13. 啓発冊子・動画の内容の満足度をお聞かせください。(ひとつだけ) 

 冊子：●非常に満足 ●やや満足 ●やや不満 ●不満  

 動画：●非常に満足 ●やや満足 ●やや不満 ●不満 

 

 

14.前の質問について、理由をお聞かせください 

 

 

15．今後同様の教材を作成・ご提供するにあたり、今回の冊子・動画の内容に 

【追加してほしい内容】がありましたか 

 ●あった  ●なかった 

 ●内容 
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16．反対に【使用しづらい・必要なかった内容】がありましたか 

●あった  ●なかった 

  ●内容 

 

 

17. その他、児童への３R や環境問題に対する啓発・指導活動などについて、ご意見・ご

要望がありましたらお聞かせください。 

(啓発冊子・動画以外にあったら嬉しいツールや、ツール提供以外の啓発企画など) 

 ●記述式テキスト 

 

 

 

アンケートは 2021 年 7 月、2022 年 1 月の 2 回実施し、全国 107 校から回答を得た。 

アンケート回答結果は下記の通り。 
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アンケート結果をうけて 

 

・小学 4 年生、5 年生で授業の中で「３Ｒ」に触れるため、4 年生～6 年生の高学年での 

 教材使用が目立った。 

・小学 4 年では 1 学期の社会科の授業での使用が多く、6 月に多く使われた。 

・コロナ禍で社会科見学等の機会が限られていることもあり、このような副教材へのニー

ズは全体的に高い結果となった。 

・実際の身近な事例、子どもたちが想像しやすい事例を取り入れることにより、理解への

促進を促せた。 

・地域によっては、５R として取り扱っている場合もあり、どこまで内容的に取り入れて

いくかは、各自治体の動向も鑑みながら今後検討すべき。 
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２．業務の内容 

（５）“３Ｒ推進月間”に関する情報発信等 
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（５）“３Ｒ推進月間”に関する情報発信等 

 

３Ｒ推進月間（10 月）における、月間内業務推進のため、地方公共団体等が活用可能

な「３Ｒ推進月間ポスター」（A2 片面カラー）を制作し、（１）Re-Style サイト内でダウ

ンロード提供が可能となるよう掲載した。 

ダウンロードに関する問い合わせ等には本サイト運営業務と併せて事務局が対応した。 

 

（ダウンロードサイト） 
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地方公共団体等が活用しやすいよう、2 種類のポスターを作成、提供した。 

 

（ポスター） 
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２．業務の内容 

（６）“３Ｒ推進月間”に関する、３Ｒおよび 

Re-Style 事業についての広報活動等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

（６）“３Ｒ推進月間”に関する、３Ｒおよび Re-Style 事業についての広報活動等 

 

循環型社会の構築に向けて、特に本業務のコアターゲットである若年層に向けて、３Ｒ

の認知向上と、意識醸成、行動喚起、行動定着を図ることを目的とし、環境省が定める

「３Ｒ推進月間」期間内において、３Ｒに関する情報発信と行動を促す広報業務を、コア

ターゲットである若年層への効果的・効率的な情報発信が実現可能なメディア媒体であ

る、株式会社文化放送と連携し実施した。 

実施にあたっては、担当官と協議の上、若年層に影響力のある、人気声優の「山下大輝

氏」「天崎滉平氏」「高橋ミナミ氏」を起用し、コアターゲットの興味関心を引き、より３

R を身近に感じられるよう工夫した。 

具体的な広報業務内容については、下記の通り。 

 

【実施内容①】 

 前述の山下大輝氏を起用し、「３R」啓発・「Re-Style」PR を目的とした 20 秒と 40 秒

のラジオ CM を 2 種類作成し、 文化放送の「地上波ヤングゾーン」・「A&G ゾーン」で

月間中 6 本、「インターネットラジオ超 A&G」にて月間中 13 本放映し、効果的に若年層

に CM をリーチを行った。 

CM 秒数、放送回数は担当官との協議の上、より効果的にリーチできるタイミング・内容

を鑑み決定した。 

 

（地上波スポット枠取り表） 
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(インターネットラジオスポット枠取り表) 

 

また、CM 原稿については、担当官と協議の上、若年層に好まれそうな内容を設定、実施

した。 

 

(ラジオ CM 原稿・40 秒版) 

 友人役：  裕太、綾香さん、結婚おめでとうございます。 

結婚には３つの袋が必要だといわれてますが 

今では、３つのＲが大切だと思います。 

ひとつめは 「冷静さ」。  

ふたつめは、「理解」。当然ですがお互いを思いやり理解すること。 

そして最後が「リスペクト」。 

尊重し尊敬しあうことです。 

 

            さらにもうひとつ 愛する二人のふるさと 

地球への３Ｒも忘れてはいけません。  

 

資源の消費を減らす「リデュース」。 

繰り返し使う「リユース」 

資源として再び利用する「リサイクル」です。 
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列席女性役： ねえ、結婚に関係なくない？ 

 

友人役：    チャンスがあれば伝えたいんです！ 

１０月は３Ｒ推進月間。環境省。 

 

 

(ラジオ CM 原稿・20 秒版) 

男性役：  ３Ｒを恋に例えた。 

        「もう恋なんてしない！」 

        リデュース？ 

 

        「やっぱ、より戻そうかな」 

        リユース？ 

 

        「いや、キャラを変えてもう一度 別の恋にトライ」   

        リサイクル? 

 

リデュース、リユース、リサイクル。 

恋に３R はないけれど、 

 

資源のための３R は大切です。環境省   

 

【実施内容②】 

 前述の天崎氏、高橋氏がパーソナリティーを務める生放送ワイド番組「エジソン」で

３R、Re-Style をテーマにした約 20 分の特集番組を放送。山下大輝氏をゲストに迎え、

「３R」「Re-Style」についてバラエティ企画など若年層が興味を持つ内容で展開、放送し

３R・Re-Style への興味関心を得、意識変容・行動喚起につなげた。 

また、番組の内容、台詞等は担当官確認のもと作成・実施し、齟齬がないよう務めた。 

当日は環境省循環型社会推進室長も出演し、わかりやすく３R を解説し、行動喚起を呼

びかけた。 

結果、ラジオ提供サービス「radiko」では、10,595 人もの聴取者を獲得した。 
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(radiko リスナー数) 

番組告知については、Re-Style ページ、環境省 Twitter、番組・出演者の SNS を通じて

実施した。 環境省 Twitter においては、2022 年 10 月の環境省内月間 1 位となるインプ

レッション数 386,213 を記録した。 

 

(番組 Twitter)           （出演者 Twitter） 
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放送に関するリスナーの反応は下記の通り（Twitter より抜粋） 
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２．業務の内容 

（７）問合せ等に向けた Re-Style 事務局の 

設置 
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（７）問合せ等に向けた Re-Style 事務局の設置 

 

上記（２）～（６）に関する小学校、企業、マスメディアや国民等からの問合せに対応す

るため、事務局を設置し、事務局業務を行った。問い合わせへの対応については、適宜環

境省担当官と協議の上実施・対応した。 


