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No. 都道府県 住所 学校名 住所や地名だけではない校名

1 北海道 釧路市桜ヶ岡７－１２－４８ 北海道教育大学附属釧路義務教育学校

2 北海道 函館市釜谷町２２７番地 戸井学園 ○

3 北海道 釧路市阿寒湖町阿寒湖温泉６丁目４番１号 阿寒湖義務教育学校

4 北海道 北見市留辺蘂町温根湯温泉２２８番地２ 北見市立おんねゆ学園 ○

5 北海道 根室市歯舞３丁目１７８番地 根室市立歯舞学園

6 北海道 歌志内市字文殊２００番地 歌志内学園

7 北海道 伊達市大滝区優徳町９０番地１１ 伊達市立大滝徳舜瞥学校 ○

8 北海道 石狩市厚田区厚田１７１番地１ 石狩市立厚田学園

9 北海道 亀田郡七飯町字上軍川１８０番地２ 七飯町立大沼岳陽学校 ○

10 北海道 亀田郡七飯町字西大沼８番地１ 七飯町立大沼岳陽学校鈴蘭谷分校 ○

11 北海道 勇払郡占冠村字トマム原野１３８０番地の１ 占冠村立トマム学校

12 北海道 斜里郡斜里町ウトロ高原２０番地 斜里町立知床ウトロ学校

13 北海道 紋別郡湧別町芭露４１１番地 湧別町立芭露学園

14 北海道 白糠郡白糠町西庶路学園通１丁目１番地 白糠町立庶路学園

15 北海道 標津郡中標津町計根別本通東８丁目１番地１ 中標津町立計根別学園

16 岩手県 上閉伊郡大槌町大槌１５－７１－９ 大槌町立大槌学園

17 宮城県 名取市閖上字佛文寺２７番地Ｗ－３６－１街区１画地 名取市立閖上小中学校

18 宮城県 栗原市金成小迫高見山３５－３ 栗原市立金成小・中学校

19 秋田県 南秋田郡井川町坂本字山崎３８ 井川町立井川義務教育学校

20 山形県 新庄市大字泉田字往還東398番地の1 新庄市立萩野学園 ○

21 山形県 新庄市十日町２６７５番地の３ 新庄市立明倫学園 ○

22 山形県 最上郡戸沢村大字蔵岡２９０５番地７号 戸沢村立戸沢学園

23 福島県 会津若松市河東町南高野字金剛田１ 会津若松市立河東学園

24 福島県 郡山市西田町鬼生田字杉内７３４－１ 郡山市立西田学園義務教育学校

25 福島県 郡山市湖南町三代字京塚５８１番地の１ 郡山市立湖南小中学校

26 福島県 須賀川市岩渕字岡谷地１ 須賀川市立義務教育学校稲田学園 ○

27 福島県 双葉郡川内村大字上川内字沼畑１２５ 川内村立川内小中学園

28 福島県 相馬郡飯舘村伊丹沢字山田３８０ 飯舘村立いいたて希望の里学園 ○

29 茨城県 水戸市下国井町2595-1 水戸市立国田義務教育学校 ○

30 茨城県 土浦市藤沢９１３ 土浦市立新治学園義務教育学校 ○

31 茨城県 笠間市北吉原15 笠間市立みなみ学園義務教育学校 ○

32 茨城県 牛久市久野町６７０－１ 牛久市立おくの義務教育学校 ○

33 茨城県 つくば市春日2丁目47 つくば市立春日学園義務教育学校

34 茨城県 つくば市北条５０７３ つくば市立秀峰筑波義務教育学校 ○

35 茨城県 つくば市学園の森２－１５－１ つくば市立学園の森義務教育学校

36 茨城県 つくば市みどりの中央１２－１ つくば市立みどりの学園義務教育学校

37 茨城県 ひたちなか市磯﨑町５１３５ ひたちなか市立美乃浜学園 ○

38 茨城県 桜川市真壁町伊佐々１５８ 桜川市立桃山学園 ○

39 茨城県 小美玉市上玉里７５１番地１ 小美玉市立玉里学園義務教育学校

40 茨城県 稲敷郡河内町長竿５４５６－１ 河内町立かわち学園

41 栃木県 小山市大字福良2240番地の１ 小山市立絹義務教育学校 ○

42 栃木県 那須塩原市中塩原364番地 那須塩原市立塩原小中学校

43 栃木県 佐野市戸室町１５６ 佐野市立あそ野学園義務教育学校 ○

44 群馬県 太田市熊野町２番１号 太田市立北の杜学園 ○

45 埼玉県 春日部市上吉妻１ 春日部市立江戸川小中学校 ○

46 千葉県 市川市塩浜４丁目５番１号 市川市立塩浜学園

47 千葉県 成田市名古屋１２１４ 成田市立下総みどり学園 ○

48 千葉県 成田市津富浦１０９３番地及び伊能１２５番地 成田市立大栄みらい学園 ○

49 東京都 江東区有明１－７－１３ 江東区立有明西学園

50 東京都 品川区東五反田2-11-1 品川区立日野学園 ○

51 東京都 品川区大井5-1-37 品川区立伊藤学園 ○

52 東京都 品川区八潮5-11-2 品川区立八潮学園

53 東京都 品川区平塚3-16-26 品川区立荏原平塚学園 ○

54 東京都 品川区北品川3-9-30 品川区立品川学園

55 東京都 品川区二葉1-3-40 品川区立豊葉の杜学園 ○

56 東京都 八王子市子安２－１８－１ 八王子市立いずみの森義務教育学校 ○

57 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷西４－１９－１ 横浜市立西金沢義務教育学校

58 神奈川県 横浜市緑区霧が丘４－３、４ 横浜市立霧が丘義務教育学校

59 神奈川県 相模原市緑区青野原１２５０－１ 相模原市立青和学園 ○
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60 新潟県 三条市東大崎１－１４－７４ 大崎学園

61 富山県 高岡市佐加野２３８４ 高岡市立国吉義務教育学校 ○

62 富山県 氷見市小窪１３７９ 氷見市立西の杜学園 ○

63 富山県 南砺市蛇喰１００１番地 南砺市立南砺つばき学舎 ○

64 石川県 小松市江指町丙３０ 松東みどり学園 ○

65 石川県 珠洲市宝立町鵜飼丑部83 珠洲市立宝立小中学校

66 石川県 珠洲市大谷町1字78 珠洲市立大谷小中学校

67 福井県 福井市二の宮４－４５－１ 福井大学教育学部附属義務教育学校

68 長野県 大町市美麻27503 大町市立美麻小中学校

69 長野県 下伊那郡根羽村田島８０ 根羽村立義務教育学校根羽学園

70 長野県 上水内郡信濃町古間491 信濃町立信濃小中学校

71 長野県 北佐久郡軽井沢町大字発地１２７８－１７ 軽井沢風越学園 ○

72 岐阜県 岐阜市加納大手町74番地 岐阜大学教育学部附属小中学校

73 岐阜県 羽島市桑原町八神３３１５番地１ 羽島市立桑原学園

74 岐阜県 大野郡白川村大字鳩谷字北長６１４番地の１ 大野郡白川村立白川郷学園 ○

75 静岡県 伊豆市土肥２７０１番地の１ 伊豆市立土肥小中一貫校

76 愛知県 西尾市一色町佐久島影無５０ 西尾市立佐久島しおさい学校 ○

77 愛知県 海部郡飛島村大字松之郷３丁目２１番地 飛島村立飛島学園

78 三重県 津市美里町三郷８４番地 津市立みさとの丘学園 ○

79 滋賀県 長浜市五村８８番地 長浜市立虎姫学園 ○

80 滋賀県 長浜市余呉町中之郷７７７ 長浜市立余呉小中学校

81 京都府 京都市北区紫野東御所田町３７番地 京都教育大学附属京都小中学校

82 京都府 亀岡市馬路町溝ノ上14番地の４ 亀岡市立亀岡川東学園 ○

83 京都府 京都市左京区大原来迎院町２２番地 京都市立大原小中学校

84 京都府 京都市左京区花脊大布施７９７番地 京都市立花背小中学校

85 京都府 京都市東山区六波羅裏門通東入多門町１５５番地 京都市立開睛小中学校 ○

86 京都府 京都市東山区泉涌寺山内町５番地 京都市立東山泉小中学校 ○

87 京都府 京都市南区東九条下殿田町５６番地 京都市立凌風小中学校 ○

88 京都府 京都市右京区嵯峨越畑南ノ町３２番地の２ 京都市立宕陰小中学校 ○

89 京都府 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地２８ 京都市立向島秀蓮小中学校 ○

90 京都府 京都市右京区京北周山町中山５１番地 京都市立京都京北小中学校

91 大阪府 守口市春日町１３番２６号 守口市立さつき学園 ○

92 大阪府 和泉市はつが野６丁目４５番１号 和泉市立南松尾はつが野学園 ○

93 大阪府 羽曳野市伊賀５丁目８番１号 羽曳野市立はびきの埴生学園 ○

94 大阪府 池田市伏尾台３－１４ 池田市立ほそごう学園 ○

95 大阪府 東大阪市池島町３－６－３０ 東大阪市立義務教育学校池島学園

96 大阪府 東大阪市六万寺町２－３－１７ 東大阪市立義務教育学校くすは縄手南校 ○

97 大阪府 八尾市千塚２－２５ 八尾市立高安小中学校 ○

98 兵庫県 神戸市中央区港島中町３－２－２ 神戸市立義務教育学校港島学園

99 兵庫県 姫路市本町６８－５２ 姫路市立白鷺小中学校 ○

100 兵庫県 姫路市四郷町坂元３４５－２ 姫路市立四郷学院

101 兵庫県 姫路市豊富町御蔭９２５番地 姫路市立豊富小中学校

102 兵庫県 西宮市西宮浜４丁目２番３１号
西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務

教育学校

103 兵庫県 養父市吉井１８０番地 養父市立関宮学園 ○

104 兵庫県 加東市天神５６番地 加東市立東条学園小中学校 ○

105 愛媛県 宇陀郡曽爾村小長尾９００番地 曽爾村立曽爾小中学校

106 愛媛県 吉野郡天川村沢谷９２番地 天川村立天川小中学校

107 愛媛県 吉野郡上北山村大字河合５６４番地の２ 上北山村立上北山やまゆり学園 ○

108 愛媛県 吉野郡野迫川村大字北股５１番地 野迫川村立野迫川小中学校

109 和歌山県 和歌山市鷺ノ森南ノ丁１番地 和歌山市立伏虎義務教育学校 ○

110 鳥取県 鳥取市六反田１番地の５ 鳥取市立湖南学園 ○

111 鳥取県 鳥取市福部町高江１８８番地 鳥取市立福部未来学園 ○

112 鳥取県 鳥取市鹿野町鹿野２８８８番地 鳥取市立鹿野学園

113 鳥取県 鳥取市竹生６４番地 鳥取市立江山学園 ○

114 島根県 松江市菅田町１６７－１ 島根大学教育学部附属義務教育学校

115 島根県 松江市八束町波入１９７５ 松江市立義務教育学校八束学園

116 島根県 松江市玉湯町湯町７１７番地 松江市立玉湯学園

117 広島県 竹原市吉名町２６７１ 竹原市立吉名学園

118 広島県 福山市鞆町後地１２４０－１ 福山市立鞆の浦学園 ○

119 広島県 府中市元町５７６番地１ 府中市立府中学園
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120 広島県 府中市篠根町６５６番地 府中市立府中明郷学園 ○

121 広島県 竹原市忠海東町三丁目９番１号 竹原市立忠海学園

122 高知県 高知市行川４７２ 高知市立義務教育学校行川学園

123 高知県 高知市土佐山桑尾１３ 高知市立義務教育学校土佐山学舎

124 福岡県 八女市上陽町北川内９１０ 八女市立上陽北汭学園 ○

125 福岡県 八女市矢部村北矢部１１０４７－２ 矢部清流学園 ○

126 福岡県 宗像市大島１１６３－１ 宗像市立大島学園

127 福岡県 田川郡香春町大字高野１４３１番地 香春思永館 ○

128 福岡県 田川郡福智町金田１２８３番地 金田義務教育学校

129 佐賀県 多久市南多久町下多久2286-13 多久市立東原庠舎中央校 ○

130 佐賀県 多久市東多久町別府3182 多久市立東原庠舎東部校 ○

131 佐賀県 多久市多久町1784-1 多久市立東原庠舎西渓校 ○

132 佐賀県 伊万里市南波多町井手野３１００ 伊万里市立南波多郷学館 ○

133 佐賀県 東松浦郡玄海町新田1809-6 玄海町立玄海みらい学園 ○

134 佐賀県 杵島郡大町町大字大町5645番地 大町町立小中一貫校大町ひじり学園 ○

135 長崎県 佐世保市黒島町２６０８番地１０ 佐世保市立黒島小中学校

136 長崎県 佐世保市浅子町５８番地 佐世保市立浅子小中学校

137 熊本県 阿蘇郡高森町大字野尻１９１２番地 高森町立高森東学園義務教育学校 ○

138 熊本県 阿蘇郡産山村大字山鹿４７６番地 産山村立産山学園

139 大分県 大分市碩田町２－５－６０ 大分市立碩田学園

140 大分県 国東市国東市武蔵町成吉８１０番地 国東市立志成学園 ○

141 宮崎県 東臼杵郡美郷町西郷田代４７４－１ 西郷義務教育学校

142 宮崎県 東臼杵郡美郷町北郷宇納間７９８ 美郷北義務教育学校

143 鹿児島県 出水市荘１７４８ 鶴荘学園 ○

144 鹿児島県 南さつま市坊津町泊８７４８ 坊津学園

145 鹿児島県 薩摩川内市東郷町斧渕４５６４ 東郷学園義務教育学校

146 鹿児島県 鹿児島郡三島村硫黄島８０ 三島硫黄島学園義務教育学校

147 鹿児島県 鹿児島郡三島村竹島４３ 三島竹島学園義務教育学校

148 鹿児島県 鹿児島郡三島村黒島４４ 三島大里学園義務教育学校 ○

149 鹿児島県 鹿児島郡三島村黒島４２ 三島片泊学園義務教育学校 ○

150 鹿児島県 日置市日吉町日置３５６ 日吉学園

151 鹿児島県 肝属郡肝付町岸良２０７－１ 岸良学園
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