
Fukushima

種まき、開花、
そして種の収穫

手紙折り､イラスト描き等
得意分野の作業をします自分たちに何かできないか…

種のパック詰め

福島の福祉作業所
「和」さんのお仕事になります

採取

搾油

福島の福祉作業所の
お仕事になります

福島県内で開花
復興のシンボルとして

さらに

全国でひまわりを育て、種を福島に送る
　 全国と福島の交流＋観光促進 震災を風化させず、

経験を未来へ伝える。

福島に送る

NPO法人 和
なごみ福祉作業所

絵本だ！

たびくまと､遠くに住む友だちの
心のつながりを描いた絵本。

福島県二本松市の障がい者
通所施設です。福島ひまわり
里親プロジェクトでは「きずな
の種セット」等の商品製造を
担っています。

福島ひまわり里親プロジェクト

このプロジェクトで
できること

プロジェクトの流れ

プロジェクト誕生

小さい子に
どう伝えよう？

マスコットキャラクター
たびくまくん誕生

種の注文

発送

種の袋詰や発送作業
　 福祉作業所の仕事になる！

実績

概要紹介動画Webサイト

活動詳細は
こちら！

※全国の里親さんから届いた種子は、福島県内の
　福祉作業所で袋詰めし配布。

福島県田村市大越町｢牧
野ひまわり会｣が育てる
ひまわり畑での結婚式。
2013～2019年までに
20組が挙式！



コミック「福島ひまわり里親プロジェクト物語」（画・西原大太郎）に加筆

公益財団法人 福島イノベーション・
コースト構想推進機構　交流促進部
副部長兼主任コンシェルジュ

（広野町）看板製作

（会津美里町）

藤島農機株式会社

本名 創
ほ ん な 　 　 そ う

株式会社柏屋（郡山市）
菓子製造販売

清野 巽
せ い の　　　た つ み

福島ひまわり里親
プロジェクト事務局

福島ひまわり里親
プロジェクト信州北陸
エリア事務局代表

山田 雅彦
や ま だ　　ま さ ひ こ

たびくまくん

渋谷 晋太郎
し ぶ や 　 　 し ん た ろ う

（広島県）



福島民報、福島民友新聞、いわき民報新聞、あぶくま時
報、夕刊ふるどの 北部日報、マメタイムス、室蘭民報、山
形新聞、河北新報、岩手日報、市民タイムス、長野市民
新聞、信濃毎日新聞、須坂新聞、長野日報、テレビ信州、
abn長野朝日放送、長野放送、読売新聞、毎日新聞、朝
日新聞、日本経済新聞、産経新聞、東京新聞、瀬戸内タ
イムス、千葉日報、タウンニュース、茨城新聞、北陸中日
新聞、日刊県民福井、福井新聞、東日新聞、三重新聞、
あべや市民新聞、京都新聞、洛タイ新報、南日本新聞、
神戸新聞、山陽新聞、山陽日日新聞、山陰中央新報、日
本海新聞、東海新報、中日新聞、中國新聞、静岡新聞、
城南新報、島根日日新聞、佐賀新聞、熊本日日新聞、くま
もと経済新聞、大分合同新聞、南九州新聞、みやざき中
央新聞、長崎新聞、夕刊デイリー新聞、琉球新報、沖縄
タイムス、農業共済新聞、通信興業新聞、日本教育新
聞、NHK福島放送局、NHK福島ラジオ、NHK福井放送
局、NHK福岡放送局、NHK、ラジオ福島、FM-POCO、
レインボータウンFM、NHKラジオ、Kビジョン、FMかの
や、RNC西日本放送、エフエムふくやま、福島テレビ、福
島中央テレビ、テレビュー福島、福島放送、福井放送、フ
ジテレビ、千葉テレビ、小谷村ケーブルテレビ、テレビ松
本、山口朝日放送、だいいちテレビ、YBC山形放送、月
刊PHP、The Japan Times、旬刊 旅行新聞、内外教育、
じゃらん、致知、観光会議、オレンジページ、季刊地域

◆見る･解く･納得！公民資料2014･2015
◆ビジュアル公民2014･2015
（いずれも東京法令出版）

◆ふくしま道徳教育資料集
　（2015）
「ひまわり」（小学校高学年向け）　
震災をきっかけに生まれた福井県と
福島県の子どもたちのきずなの物語。

2013年12月 「こどもたちの"こころを育む活動 "」奨励賞（パナソニック教育財団）
2014年 3月 「ふくしまからはじめよう」情熱大賞
2014年12月 Revive Japan Cup2014 ライフスタイル部門「新しい東北」復興まちづくり 入選
2015年11月 「あしたのまち・くらしづくり活動賞」主催者賞（あしたの日本を創る協会・日本放送協会・読売新聞東京本社）
2015年12月 「第3回グッドライフアワード」環境大臣グッドライフ特別賞
2016年11月 「第47回社会貢献者表彰」社会貢献の功績 (公益財団法人社会貢献支援財団)
2017年11月 「新しい東北」復興ビジネスコンテスト2017 　企業賞　損保ジャパン日本興亜賞 (復興庁 「新しい東北」官民連携推進協議会 )
2017年12月 「第３回ふくしま経済・産業・ものづくり賞（ふくしま産業賞）」特別賞 (福島民報社 )
2018年 3月 「第11回未来を強くする子育てプロジェクト」子育て支援活動の表彰　スミセイ未来賞 (住友生命保険相互会社 )
2018年7月 「福島県家庭教育応援企業」　認定(福島県教育庁県北教育事務所)
2018年11月 「平成 30年度秋季善行表彰」(一般社団法人日本善行会)

◆新版 授業づくりの教科書
　理科実験の教科書 3年（2020）(さくら社 )
当プロジェクトのひまわりの種を用いた授業づくりの
ページを長野県の「里親さん」で長野県公立小学校
教諭の酒井啓喜先生が執筆。



札幌市立札幌豊明高等支援学校、太平山自然学習センターまんたらめ、秋田市教育委員会、岩手県立盛岡聴覚支援学校中学部、岩手県立水沢農業高校、花巻市立東和中学校 、遠野市立遠野東中学校、岩手県遠野緑峰高等学校、花巻市立新堀小学校、洋野町立大野中学校、一関市立千廐中学校、岩手県立一関清明支援学校、岩手県立千廐高等学校、陸前高田市立横田中学校、陸前高田市立第一中学校、西和賀町立湯田中学校、青森県立青森第二高等養護学校、弘
前すみれ保育園、弘前学院聖愛中学校、青森市立浪岡中学校、八戸市立西園小学校、函館市立恵山中学校、函館市立亀田中学校、北海道小樽高等支援学校、福島町立吉岡小学校、安平町立早来中学校、北海道岩見沢高等養護学校、北海道夕張高等養護学校、帯広市立帯広第五中学校、池田町教育委員会、根室市立啓雲中学校、釧路町立遠矢中学校、北海道中標津農業高等学校、池田町立高島小学校、東京都大島町立第三中学校、三輪田学園中学校、麹町学園女子
中学校・高等学校、グロービス経営大学院、台東区立台東育英小学校、足立区立千寿桜堤中学校、東京都立葛飾盲学校、葛飾区立本田小学校、墨田区立錦糸中学校、墨田区立第三吾嬬小学校、墨田区立吾嬬第二中学校、墨田区立東吾嬬小学校、江戸川区立篠崎第二中学校 、江戸川区立瑞江中学校、香蘭女学校、東京都渋谷区立上原中学校、にじいろ保育園 、世田谷区立松沢中学校、世田谷区立喜多見中学校、杉並区立済美小学校、國學院大學久我山中学校、練馬
区立石神井中学校、成蹊中学校、ガールスカウト東京都第 110 団、府中市立小栁幼稚園、府中市立小柳小学校、東京都府中市立府中第十中学校、府中市立府中第五中学校、桐朋学園小学校、小平市立上水中学校、八王子市立上柚木中学校、共立女子第二中学高等学校 、町田市立第五小学校、昭島市立拝島第二小学校、昭島市立多摩辺中学校　、昭島市立つつじが丘南小学校、昭島市立武蔵野小学校、昭島市立中神小学校、昭島市立玉川小学校、昭島市立富士見ヶ
丘小学校、昭島市立東小学校、ガールスカウト東京都第 196 団、ガールスカウト東京都第 110 団、学校法人はなの丘学園 はなぶさ幼稚園、稲城市立稲城第六中学校、東京都武蔵村山市立第二小学校、川崎市立平中学校、神奈川学園中学・高等学校、日吉南小学校 、横浜市立中川西中学校、横浜市立東市ヶ尾小学校、横浜市立末吉中学校、横浜雙葉中学高等学校、横浜市立港南中学校、横浜市立滝頭小学校、横浜市立杉田小学校、横浜市立金沢中学校、横須賀市立
馬堀中学校、横須賀市立浦賀中学校 、横浜市立都岡小学校、日本ボーイスカウト横浜第 27 団、厚木市立東名中学校、横浜市立豊田中学校、ガールスカウト神奈川県第 37 団、認定こども園いのやま、ガールスカウト神奈川第 39 団、鳩の森愛の詩　瀬谷保育園、湘南学園小学校、さがみたんぽぽ保育園、学校法人平和学園　平和学園小学校、平和学園幼稚園、山北町立山北中学校、伊勢原市立緑台小学校、伊勢原市立桜台小学校、伊勢原市立伊勢原中学校、ガール
スカウト千葉県第 1団、千葉県立松戸特別支援学校、ガールスカウト千葉県第 24 団、ガールスカウト千葉県第 70 団、ガールスカウト千葉県第 63 団、栄町立竜角寺台小学校、ガールスカウト千葉県第 24 団、ガールスカウト千葉県第 20 団、ガールスカウト千葉県第 81 団、ガールスカウト千葉県第 83 団、和洋女子大学、船橋市立西海神小学校、千葉県立船橋特別支援学校、鎌ヶ谷市立北部小学校、船橋市立二宮中学校、前原小学校、八千代市立睦中学校、秀明大学
学校教師学部附属秀明八千代中学校、ガールスカウト千葉県第 26 団、柏市立光ケ丘中学校　、ガールスカウト千葉県第 60 団、ガールスカウト千葉県第 84 団、ガールスカウト千葉県第 84 団、社会福祉法人恵泉福祉会光の子保育園、富里市立富里幼稚園、匝瑳市立椿海小学校、椿海保育園、ガールスカウト千葉県第 98 団、ガールスカウト千葉 69 団、ガールスカウト千葉県第 69 団、富津市立大貫中学校、ガールスカウト千葉県第 89 団、市原市立有秋東小学校、東

京都立しいの木特別支援学校、ガールスカウト千葉県第65団、袖ケ浦市立根形中学校、千葉県生涯大学校　外房学園、茨城県立藤代高等学校、つくば市立筑波東中学校、つくば市立桜中学校、つくば市立谷田部東中学校、筑西市立新治小学校、茨城県人権擁護委員連合会、茨城大学教育学部附属中学校、茨大東北ボランティアFluer、ガールズスカウト茨城80団、茨城県立那珂湊高等学校、鉾田市立旭南小学校、潮来市立日の出小学校、神栖市立浪崎第四中学校、日立市立滑川中学校、日立市立助川中学校、茨城県立中央高等学校、
認定しらゆりこども園、文星芸術大学附属中学校、日光市立小林中学校、萌丘幼稚園認定こども園、栃木県立足利特別支援学校、白鳳大学足利中学校、佐野市立田沼西中学校、佐野市立田沼小学校、栃木県立栃木農業高等学校、栃木市立吹上中学校、学校法人 埼玉福祉学園、学校法人横溝学園　かみこ幼稚園、川口市立戸塚南小学校、川口市立里中学校、川口市立安行小学校、八潮市立八潮中学校、春日部市立谷原中学校、春日部市立豊春中学校、春日部市立宝珠花小学校、庄和こばと幼稚園、学校法人ひまわり学園　ひまわり幼稚
園、川越市立高等学校、ふじみ野市立葦原中学校、ふじみ野市立上野台小学校、学校法人美保野学園  みほの幼稚園、飯能南高等学校、入間市立藤沢中学校、熊谷市立市田小学校、ガールスカウト埼玉 29 団、桶川市立桶川中学校、鴻巣市立鴻巣南中学校、高崎市立中尾中学校、高崎市立佐野中学校剣道部、高崎市立寺尾中学校、高崎市立新町中学校、上野村立上野中学校、富岡市立南中学校、太田市立太田東小学校、館林市立第三小学校、群馬県立館林女子高等学校、館林市立第九小学校、桐生市立西小学校 、東吾妻町立東小学
校、長野原町立応桑小学校、群馬県立前橋南高校、長野市立湯谷小学校、長野市立鍋屋田小学校、長野市立西部中学校、長野市立裾花中学校、長野市立氷鉋小学校、長野県短期大学、信州大学教育学部附属長野小学校、長野市立大豆島小学校、長野市立朝陽小学校、長野市立櫻ヶ岡中学校、長野市立三陽中学校、長野市立古牧小学校、長野市立長野中学校、長野市立吉田小学校、長野市立東部中学校、長野市立綿内小学校、小布施町立小布施中学校、山ノ内町立東小学校、山ノ内町立南小学校、長野市立東条小学校、社会福祉法人
フレンドこども園、長野市立川中島小学校、長野市立三本柳小学校、長野市立大岡中学校、小川村立小川小学校、須坂市立相森中学校、須坂市立小山小学校、長野県須坂市立東中学校、須坂市立井上小学校、長野県須坂園芸高等学校、須坂市立墨坂中学校、須坂市立森上小学校、中野市立科野小学校、佐久穂町立佐久穂小学校、小諸市立美南ガ丘小学校、南牧南小学校、川上村立川上第一小学校、佐久市立浅科中学校、立科町立立科小学校、佐久市立高瀬小学校、佐久市立岩村田小学校、長野県佐久平総合技術高等学校、佐久市立
佐久城山小学校、佐久市立野沢中学校、上田情報ビジネス専門学校、上田市立清明小学校、千曲市立東小学校、あかね保育園、千曲市立更埴西中学校、長野市立篠ノ井西小学校、軽井沢町立軽井沢東部小学校、ガールスカウト長野県第 41 団、長野市立豊野中学校、長野県飯綱町立飯綱中学校、長野県北部高等学校、飯綱町立牟礼西小学校、木島平村立木島平中学校、飯山市立常磐小学校、長野県松本盲学校、松本市立中山中学校、ガールスカウト長野県連盟ガールスカウト長野 20 団、松本市立波田小学校、茅野市立宮川小学校、
諏訪市立中洲小学校、諏訪市立諏訪南中学校、諏訪市立豊田小学校、下諏訪町立下諏訪社中学校、岡谷市立岡谷南部中学校、岡谷市立岡谷東部中学校、岡谷市立上の原小学校、飯田市立伊賀良小学校、高森町立高森南小学校、松本市立筑摩野中学校、広丘野村保育園、駒ヶ根市立赤穂小学校、駒ヶ根市立赤穂小学校、駒ケ根市立中沢小学校、箕輪町立箕輪中部小学校、安曇野市立三郷小学校、安曇野市立穂高南小学校、安曇野市立西穂高保育園、ガールスカウト長野県第 38 団、白馬村立白馬中学校、白馬中学校、小谷村立小谷小
学校、山梨県立甲府東高等学校、山梨英和カートメルこども園、健康科学大学、山梨県立あけぼの支援学校、身延町立身延中学校、沼津あすなろ幼稚園、沼津市立大岡中学校、社会福祉法人鷹の羽会　愛鷹保育園、沼津市立第一中学校、沼津市立第四中学校、学校法人大聖学園　中央幼稚園、学校法人沼津後藤学園　こずわ幼稚園、学校法人片浜学園　片浜桜幼稚園、西小学校児童会、静岡県立小山高等学校、ガールスカウト静岡県連盟第 33 団、伊東市立八幡野小学校、伊東市立南中学校、富士市立浜保育園、昭和幼稚園、野中保
育園内、富士市立丘小学校、富士宮市立芝富小学校、静岡市賤機北小学校、静岡市立賤機中小学校、富士市立富士川第二中学校、静岡県立駿河総合高等学校、静岡県立静岡北特別支援学校南の丘分校、静岡県学童保育連絡協議会、静岡福祉大学 、浜松市立舞阪中学校、浜松市立伊目小学校、浜松市立都田中学校、浜松市立引佐南部中学校、浜松市立佐久間幼稚園、浜松市立上島小学校、御前崎市立北こども園、御前崎市立佐倉幼稚園、浜岡保育園、御前崎市立池新田幼稚園、高松保育園、御前崎市立高松幼稚園、御前崎市立御前
崎幼稚園、御前崎保育園、御前崎市立白羽幼稚園、白羽保育園、磐田市立豊田中学校、磐田市立富岡中学校、磐田市立豊田南幼稚園、豊橋市立下条小学校、牛川東保育園、豊橋市立鷹丘小学校、豊橋市立牛川小学校、牛川育英幼稚園、牛川保育園、豊橋市立多米小学校、豊橋市立旭小学校、光幼稚園、恵日幼稚園、豊橋市立東田小学校、松葉保育園、豊橋市立松葉小学校、豊橋市立大村小学校、大村保育園、三宝こども園、豊橋市立下地小学校、豊橋市立津田小学校、津田保育園、豊橋市立八町小学校、ひまわり保育園、春日保育園、豊橋
市立豊小学校、豊橋市立岩田小学校、豊橋市立飯村小学校、豊橋市立岩西小学校、愛知県立豊橋特別支援学校、豊橋市立つつじが丘小学校、豊橋市立向山小学校、豊橋市立新川小学校、豊橋市立松山小学校、豊橋人権擁護委員協議会、豊川市立小坂井東小学校、豊川市立小坂井西小学校、豊橋市立前芝小学校、前芝保育園、豊川市立萩小学校、豊川市立音羽中学校、豊川市立赤坂小学校、豊川市立御油小学校、豊川市立御津南部小学校、豊川市立御津北部小学校、くるみ保育園、豊橋市立賀茂小学校、賀茂保育園、豊橋市立西郷小
学校、みどり保育園、豊橋市立嵩山小学校、嵩山保育園、豊橋市立玉川小学校、豊川市立一宮東部小学校、豊川市立一宮南部小学校、豊川市立一宮西部小学校、豊橋市立谷川小学校、社会福祉法人豊橋市南部保育事業会　谷川保育園、豊橋市立細谷小学校、豊橋市立小沢小学校、豊橋市立二川南小学校、希望が丘こども園、東山保育園、豊橋市立二川小学校、豊橋市立高根小学校、高塚保育園、豊橋市立髙豊中学校、豊橋市立豊南小学校、豊南保育園、豊橋市立老津小学校、豊橋市立章南中学校、豊橋市立杉山小学校、杉山保育園、
田原市立北部保育園、田原市立童浦小学校、六連保育園、田原市立神戸小学校、漆田保育園、東部保育園、田原市立田原中部小学校、第一保育園、中部保育園、田原市立大草小学校、稲葉保育園、田原市立野田小学校、野田保育園、田原市立高松小学校、田原市立赤羽根小学校、田原市立若戸小学校、田原市立泉小学校、田原市立清田小学校、田原市立中山小学校、田原市立福江中学校、田原市立福江小学校、田原市立伊良湖岬小学校、田原市立伊良湖小学校、田原市立亀山小学校、伊良湖岬保育園、豊橋市立吉田方小学校、吉田方
保育園、吉田方西保育園、豊橋市立羽根井小学校、柱保育園、豊橋市立福岡小学校、豊橋市立中野小学校、豊橋市立大崎小学校、豊橋市立牟呂中学校、三郷保育園、豊橋市立花田小学校、往完保育園、豊橋市立牟呂小学校、豊橋市立栄小学校、福岡保育園、豊橋市立幸小学校、豊橋市立高師台中学校、豊橋市立天伯小学校、豊橋市立野依小学校、大清水幼稚園、豊橋市立大清水小学校、豊橋市立南稜中学校、豊橋市立植田小学校、植田保育園、こじかこども園、豊橋市立富士見小学校、愛知県立豊橋聾学校、豊橋市立磯辺小学校、磯辺
保育園、長栄保育園、あしはら保育園、豊橋市立芦原小学校、豊橋市立高師小学校、豊川市立千両小学校、豊川市立三蔵子小学校、豊川市立桜木小学校、豊川市立豊小学校、豊川市立豊川小学校、豊川市立金屋小学校、豊川市立東部小学校、豊川市立牛久保小学校、豊川市立天王小学校、豊川市立代田小学校、豊川市立桜町小学校、豊川市立八南小学校、豊川市立国府小学校、豊川市立平尾小学校、豊川市立中部小学校、北部保育園、蒲郡市立蒲郡北部小学校、中部児童館、蒲郡市立中部中学校、西部保育園、蒲郡市立蒲郡西部小学
校、東部保育園、蒲郡市立蒲郡東部小学校、みどり保育園、おおつか児童館、大塚保育園、蒲郡市立大塚小学校、蒲郡市立大塚中学校、大塚西保育園、三谷東保育園、蒲郡市立三谷小学校、学校法人牧原学園　蒲郡あさひこ幼稚園、蒲郡市立三谷東小学校、蒲郡市立三谷中学校、蒲郡市立府相保育園、学校法人三鈴学園　蒲郡あけぼの幼稚園、鹿島こども園、蒲郡あけぼの幼稚園、人権擁護委員会蒲郡地区委員会、塩津保育園、蒲郡市立塩津小学校、蒲郡市立塩津中学校、塩津北保育園、蒲郡市立中央小学校、蒲郡市立蒲郡中学校、蒲
郡市立竹島小学校、蒲郡市立蒲郡南部小学校、南部保育園、形原北保育園、蒲郡市立形原北小学校、蒲郡市立形原小学校、蒲郡市立形原中学校、形原南保育園、形原保育園、にしうら児童館、蒲郡市立西浦中学校、蒲郡市立西浦小学校、ガールスカウト愛知県 91 団、西浦保育園、愛知産業大学三河高等学校、岡崎市立六ツ美南部小学校、岡崎市立六ツ美南部小学校 、岡崎市立六名小学校、岡崎市立六名小学校、愛知県立岡崎東高等学校、安城学園高等学校、愛知学泉短期大学附属幼稚園、刈谷市立小垣江小学校、清須市立新川小学
校、専門学校名古屋デザイナー学院、名古屋市立森孝中学校、学校法人愛知学院　愛知高等学校、みよし市立南部小学校、豊田市立浄水北小学校、豊田市立藤岡中学校、ガールスカウト愛知県第 98 団、東海市立平洲中学校、東海市立三ツ池小学校、ガールスカウト愛知県第 95 団、常滑市立常滑中学校、豊山町立志水小学校、愛知県立春日井高等養護学校、ガールスカウト愛知県第 99 団、瀬戸市立水野小学校、瀬戸市立祖東中学校、古瀬戸保育園、瀬戸市立幡山東小学校、愛知真和学園 大成中学校、一宮市立大和中学校、ガールス
カウト 愛知県連 23 団、学校法人済美学園済美高等学校、岐阜県立岐阜聾学校、岐阜県立揖斐特別支援学校中学部、関市立博愛小学校、郡上市立北濃小学校、各務原市立川島中学校、各務原市立桜丘中学校、帝京大学可児高等学校・中学校、岐阜県立下呂特別支援学校、三重県立北星高等学校、いなべ市立阿下喜小学校、四日市市立三重平中学校、四日市メリノール学院高等学校、鈴鹿市立玉垣小学校、鈴鹿享栄学園　鈴鹿高等学校、高田高等学校、三重県立稲葉特別支援学校、松阪市立徳和小学校、松阪市役所　教育委員会事
務局、松阪市立第一小学校、伊勢市立北浜中学校、松坂市立松江小学校、松阪市立粥見小学校、松阪市立阿坂小学校、松阪市立中部中学校、三重県立志摩高等学校、志摩市立志摩保育所、ボーイスカウト名張第 3団、伊勢市立二見中学校、熊野市立木本幼稚園、熊野市立木本小学校、熊野市立飛鳥中学校、近江八幡市立島小学校、日野町立日野中学校、社会福祉法人十三愛光会愛光保育園、大阪市立新北野中学校、大阪市立大宮第一保育所、大阪市立視覚特別支援学校 、大阪府立東住吉支援学校、大阪市立矢田西小学校、大阪市立
長吉西中学校、大阪市立瓜破西小学校、大阪市立鶴見橋中学校、大阪明星学園 明星中学校・明星高等学校、大阪市立高津中学校、梅花中学校 梅花高等学校、ガールスカウト大阪府第 159 団、豊中市立第二中学校、ゆいゆい保育園、大阪府箕面市立第二中学校、吹田市立第六中学校、日本ボーイスカウト大阪連盟　吹田１９団カブスカウト隊、大阪府立摂津支援学校、茨木市立北陵中学校、大阪府立守口支援学校、大阪府立寝屋川支援学校高等部、四條畷市立忍ヶ丘小学校、東大阪市立長瀬中学校、東大阪市立玉串小学校、東大阪
市立盾津中学校、東大阪市立鴻池東小学校、大阪府立松原高等学校、松原市立三宅小学校、大阪府立八尾支援学校、千早赤阪村立中学校、川内長野市立千代田中学校、学校法人清教学園 清教学園幼稚園、大阪健康福祉短期大学、大阪府立堺聴覚支援学校、ガールスカウト大阪府連盟第 28 団、岸和田市立八木小学校、大阪府立岸和田支援学校、長尾谷高等学校　京都校、西念寺保育園、城陽市立北城陽中学校、城陽市立南城陽中学校、宇治市立木幡幼稚園、社会福祉法人　宇治福祉園　みんなのき黄檗こども園、宇治市立黄檗中
学校、社会福祉法人　宇治福祉園　みんなのき三室戸こども園、宇治市立大開小学校、みのり幼稚園、宇治ひろの学園　宇治市立大久保小学校、宇治市立広野中学校、立命館宇治中学校・高等学校、京都福祉専門学校、八幡市立八幡第二幼稚園、八幡市立くすのき小学校、京都市立桂中学校、今里こども園、長岡京市立長岡第四小学校　、社会福祉法人長岡福祉会　友岡こども園、社会福祉法人和楽会　きらら保育園、海印寺保育園、立命館中学校・高等学校、光が丘幼稚園、せいかだい保育園、精華町立こまだ保育所、京都廣学館
高等学校、京都共栄学園高等学校、亀岡市立育親中学校、亀岡市立東輝中学校、京都府立綾部高等学校東分校、南丹市立八木中学校、綾東幼児園、奈良市立興東館柳生中学校、帝塚山中学校・高等学校、奈良大学付属高等学校、丹波市第一学童、曽爾村立曽爾中学校、田原本町立北小学校、河合町立河合第一中学校、奈良県立高等養護学校、五條市立五條中学校、ガールスカウト奈良県連盟第 46 団、わかば幼稚園、有田川町立八幡中学校、有田川町立白馬中学校、田辺市立新庄中学校、ガールスカウト和歌山県第 2団、岩出市立
岩出中学校、紀の川市立那賀中学校、橋本市立信太小学校、神戸親和女子大学、神戸市立藤原台小学校、神戸市立いぶき明生支援学校、神戸国際大学付属高等学校、神戸市立歌敷山中学校、神戸市立塩屋中学校、州本市立大野小学校、宝塚市立光ガ丘中学校、西山小学校、宝塚市立高司中学校、宝塚市立安倉中学校、宝塚市立小浜小学校、近畿大学豊岡短期大学、兵庫県立出石高等学校、豊岡市立出石中学校　、丹波市立氷上中学校、豊岡市立府中小学校、豊岡市立清滝小学校、新温泉町立夢が丘中学校、東洋大学附属姫路中学
校・高等学校、姫路市立飾磨中部中学校、加古川市立山手中学校、兵庫県立農業高校、稲美町立稲美中学校、赤穂市立有年中学校  、赤穂市立赤穂西中学校、兵庫県立大学附属中学校、兵庫県立北はりま特別支援学校、たつの市揖西北幼稚園、鳥取市立北中学校、鳥取市立遷喬小学校、鳥取県立鳥取東高等学校、米子市立福生中学校、南部町立南部中学校、かいけ幼稚園、彦名保育園、境港市立第二中学校、米子松蔭高等学校、米子市立彦名小学校、二部小学校、開星中学高等学校、島根県立飯南高等学校、出雲市立国富小学校、た
ちばな保育園、出雲市立大津幼稚園、出雲市立大津小学校、出雲市立神戸川小学校、出雲西高等学校、出雲市立第三中学校、出雲市教育委員会、島根県立出雲養護学校、大田市立第一中学校、島根県立江津清和養護学校、江津市立渡津小学校、江津市立郷田小学校、江津市立江津中学校、江津市立津宮小学校、江津市立青陵中学校、江津市立高角小学校、島根県立浜田養護学校、島根県立浜田ろう学校、松江市立玉湯中学校、社会福祉法人 あい川保育園、東部保育園、社会福祉法人荘原保育園、社会福祉法人出東保育園、社会福祉
法人西野福祉会　出西保育園、わらべのうち保育園、伊波野保育園、北陵保育園、直江保育所、出雲市立大社中学校、出雲サンサン保育園、島根県立出雲養護学校 高等部、島根県立出雲養護学校、多伎こども園、出雲市立佐世小学校、島根県立横田高等学校、奥出雲町立横田小学校、島根県立出雲養護学校　、江津市立江東中学校、江津市立江津東小学校、江津市立川波小学校、江津市立桜江小学校、江津市立桜江中学校、専門学校岡山ビジネスカレッジ、岡山聖園マリア幼稚園 、岡山市立岡輝中学校、倉敷市立庄小学校　、岡山市
立小串小学校、岡山市立旭操小学校、山陽女子中学・高等学校、美作大学ボランティアセンター、和気町立和気中学校、岡山県和気閑谷高等学校、社会福祉法人岡山こども協会　とよた保育園、社会福祉法人岡山こども協会　さくらんぼ保育園、社会福祉法人岡山こども協会　さくらが丘保育園、社会福祉法人岡山こども協会　いちょうの森こども園、赤磐市立山陽東小学校、赤磐市立桜が丘中学校、岡山市御津南保育園、山陽女子高等学校、倉敷市立南中学校、倉敷市立霞丘小学校、倉敷市立玉島東中学校、倉敷市立乙島小学校、倉
敷市立玉島小学校、倉敷市立玉島幼稚園、笠岡市立笠岡東中学校、玉野市立山田中学校、笠岡市立白石中学校、笠岡市立笠岡西中学校、金光学園中学・高等学校、おかやま山陽高等学校、御幸小学校、幸千中学校、千田小学校、東中学校、東小学校、西小学校、並木学院福山高等学校、桜丘小学校、樹徳小学校、城北中学校、広島県立福山誠之館高等学校、広島県立東高等学校、久松台小学校、広島県立福山葦陽高等学校、泉小学校、山手小学校、城西中学校、鞆の浦学園、高島小学校、千年小学校、千年中学校、能登原小学校、常石小
学校、至誠中学校、沼隈特別支援学校、山南小学校、広島県立沼南高等学校、熊野小学校、福山市立金江小学校、精華中学校、藤江小学校、浦崎小学校、浦崎中学校、旭小学校、南小学校、霞小学校、城南中学校、東林館高等学校、広島県立福山工業高等学校、川口東小学校、川口小学校、多治米小学校、光小学校、鷹取中学校、水呑小学校、広島県立福山商業高等学校、向丘中学校、明王台小学校、近畿大学附属広島中学校福山校、近畿大学附属広島高等学校 福山校、福山市立瀬戸小学校、津之郷小学校、福山特別支援学校、赤坂小学
校、済美中学校、福山中学校、福山市立福山高等学校、駅家小学校、駅家西小学校、駅家南中学校、宜山小学校、有磨小学校、芦田中学校、福相小学校、三和小学校、三和中学校、神石高原町立来見小学校、神石高原町立豊松小学校、神石高原町立油木小学校、神石高原中学校、広島県立油木高等学校、中条小学校、道上小学校、竹尋小学校、神辺東中学校、御野小学校、神辺中学校、湯田小学校、神辺西中学校、広島県立神辺高等学校、神辺小学校、広島県立神辺旭高等学校、加茂中学校、広島県立福山北特別支援学校、駅家東小学校、
駅家中学校、広瀬小学校、広瀬中学校、加茂小学校、服部小学校、福山市立山野中学校、山野小学校、広島県立福山明王台高等学校、盈進中学校、盈進高等学校、春日小学校、坪生小学校、緑丘小学校、培遠中学校、おかやま山陽高等学校、幕山小学校、東朋中学校、広島県立大門高等学校、伊勢丘小学校、鳳中学校、大谷台小学校、ぎんがの郷小学校、銀河学院中学校、銀河学院高等学校、大津野小学校、野々浜小学校、大門中学校、引野小学校、長浜小学校、旭丘小学校、曙小学校、新涯小学校、誠之中学校、箕島小学校、一ツ橋中学校、
手城小学校、蔵王小学校、日吉台小学校、深津小学校、城東中学校、西深津小学校、中央中学校、英数学館小学校、英数学館中学校、英数学館高等学校、福山暁の星小学校、福山暁の星女子中学校、福山暁の星女子高等学校、広島大学附属福山中学校、広島大学附属福山高等学校、広島県立尾道商業高等学校、吉和小学校、尾道市立吉和中学校、日比崎小学校、日比崎中学校、栗原北小学校、尾道特別支援学校、栗原中学校、栗原小学校、土堂小学校、尾道市立久保中学校、久保小学校、広島県立尾道東高等学校、長江小学校、長江中学
校、広島県立尾道北高等学校、尾道市立広島県尾道南高等学校、山波小学校、百島小学校、百島中学校、尾道市立向東中学校、向東小学校、高見小学校、向島中央小学校、三幸小学校、向島中学校、尾道中学校、尾道高等学校、美木原小学校、美木中学校、三成小学校、御調中央小学校、広島県立御調高等学校、御調西小学校、御調中学校、久井小学校、久井中学校、尾道特別支援学校　しまなみ分校、重井小学校、重井中学校、広島県立因島高等学校、尾道市立因北中学校、因北小学校、尾道市立因島南中学校、因島南小学校、瀬戸田小
学校、瀬戸田中学校、広島県立瀬戸田高等学校、内浦小学校、内海中学校、内海小学校、深小学校、三原市立中之町小学校、第二中学校、広島県立三原東高等学校、三原小学校、広島大学附属三原小学校、広島大学附属三原中学校、南小学校、第三中学校、広島県立三原高等学校、鷺浦小学校、須波小学校、第四中学校、田野浦小学校、宮浦中学校、西小学校、沼北小学校、沼田小学校、沼田東小学校、第五中学校、如水館中学校、如水館高等学校、荘野小学校、竹原市立賀茂川中学校、東野小学校、仁賀小学校、中通小学校、竹原中学校、
吉名学園、竹原西小学校、広島県立竹原高等学校、竹原小学校、府中市立府中学園、旭小学校、府中市立国府小学校、広島県立府中東高等学校、南小学校、第一中学校、栗生小学校、府中市立府中明郷学園、広島県立府中高等学校、松永小学校、松永中学校、今津小学校、広島県立松永高等学校、神村小学校、大成館中学校、柳津小学校、社会福祉法人愛和会　たんぽぽ認定こども園、高須小学校、高西中学校、西藤小学校、東村小学校、本郷小学校、木原小学校、糸崎小学校、第一中学校、本郷西小学校、本郷中学校、広島県立総合技術
高等学校、本郷小学校、沼田西小学校、大和小学校、大和中学校、広島三育学院大和小学校、広島三育学院中学校、広島三育学院高等学校、幸崎小学校、幸崎中学校、大乗小学校、広島県立忠海高等学校、忠海小学校、忠海中学校、小泉小学校、三原特別支援学校、戸手小学校、広島県立芦品まなび学園高等学校、広島県立戸手高等学校、新市小学校、新市中央中学校、網引小学校、常金丸小学校、常金中学校、府中市立上下南小学校、府中市立上下北小学校、府中市立上下中学校、広島県立上下高等学校、神石小学校、安田小学校、安
田女子中学校、安田女子高等学校、白島小学校、広島市立基町高等学校、基町小学校、幟町中学校、広島女学院中学校、広島女学院高等学校、幟町小学校、袋町小学校、国泰寺中学校、広島県立広島国泰寺高等学校、広島県立西高等学校、竹屋小学校、広島三育学院小学校、広島市立大手町商業高等学校、広島市立広島みらい創生高等学校、千田小学校、修道中学校、修道高等学校、本川小学校、広瀬小学校、中島小学校、吉島東小学校、吉島中学校、吉島小学校、江波中学校、江波小学校、神崎小学校、舟入小学校、広島県立広島商業
高等学校、広島市立舟入高等学校、広島県教育委員会、八木小学校、梅林小学校、城山北中学校、川内小学校、城南中学校、緑井小学校、東野小学校、東原中学校、原小学校、原南小学校、祇園東中学校、中筋小学校、古市小学校、安佐南中学校、大町小学校、安佐中学校、長束小学校、長束西小学校、長束中学校、山本小学校、広島県立祇園北高等学校、祇園小学校、祇園中学校、ＡＩＣＪ中学校、ＡＩＣＪ高等学校、島根県立松江商業高校、春日野小学校、安西小学校、安西中学校、広島県立安西高等学校、安北小学校、高取北中学校、毘
沙門台小学校、広島県立安古市高等学校、安東小学校、上安小学校、安小学校、大林小学校、三入小学校、広島県立広島北特別支援学校、広島市立三入東小学校、広島市立三入中学校、広島市立広島中等教育学校、可部小学校、可部中学校、広島県立可部高等学校、広島文教大学附属高等学校、広島市立可部南小学校、広島市立亀山小学校、亀山南小学校、亀山中学校、鈴張小学校、飯室小学校、瀬野小学校、清和中学校、北広島町立川迫小学校、広島県立千代田高等学校、北広島町立大朝中学校、広島工業大学高等学校、広島修道
大学、伴東小学校、広島市立沼田高等学校、広陵高等学校、伴小学校、伴中学校、大塚小学校、大塚中学校、伴南小学校、広島修道大学、戸山小学校、戸山中学校、筒瀬小学校、日浦小学校、日浦中学校、久地小学校、久地南小学校、熊野第二小学校、熊野東中学校、熊野第一小学校、熊野中学校、熊野第四小学校、広島県立熊野高等学校、熊野第三小学校、阿戸小学校、阿戸中学校、広島翔洋高等学校、坂小学校、横浜小学校、坂中学校、小屋浦小学校、五月が丘小学校、五月が丘中学校、石内小学校、藤の木小学校、三和中学校、石内北小
学校、美鈴が丘中学校、広島市立美鈴が丘高等学校、美鈴が丘小学校、八幡東小学校、八幡小学校、五日市東小学校、五日市小学校、五日市中央小学校、五日市中学校、五日市南小学校、五日市南中学校、楽々園小学校、なぎさ公園小学校、広島なぎさ中学校、広島なぎさ高等学校、五日市観音西小学校、五日市観音中学校、五日市観音小学校、河内小学校、彩が丘小学校、城山中学校、広島県立五日市高等学校、広島中央特別支援学校、戸坂中学校、戸坂城山小学校、広島城北中学校、広島城北高等学校、戸坂小学校、東浄小学校、広島
市立中山小学校、広島市立中山児童館、福木小学校、福木中学校、上温品小学校、広島県立安芸高等学校、温品小学校、温品中学校、矢賀小学校、広島県瀬戸内高等学校、尾長小学校、広島桜が丘高等学校、二葉中学校、早稲田小学校、早稲田中学校、牛田小学校、牛田新町小学校、牛田中学校、広島市立広島商業高等学校、大州小学校、大州中学校、荒神町小学校、IWAD環境福祉専門学校、広島南特別支援学校、段原小学校、大芝小学校、三篠小学校、中広中学校、天満小学校、観音小学校、観音中学校、広島県立広島観音高等学校、
南観音小学校、ノートルダム清心中学校、広島音楽高等学校、ノートルダム清心高等学校、己斐東小学校、己斐小学校、己斐上小学校、己斐中学校、己斐上中学校、庚午中学校、庚午小学校、井口明神小学校、井口中学校、広島県立広島井口高等学校、井口小学校、広島工業大学高等学校、井口台小学校、井口台中学校、鈴が峰小学校、山田小学校、草津小学校、高須小学校、広島市立古田中学校、古田小学校、広島学院中学校、広島学院高等学校、古田台小学校、崇徳中学校、崇徳高等学校、山陽高等学校、広島修道大学ひろしま協創中
学校、広島修道大学ひろしま協創高等学校、広島県立広島皆実高等学校、広島県立広島工業高等学校、宇品東小学校、宇品中学校、翠町小学校、広島大学附属小学校、翠町中学校、広島大学附属中学校、広島大学附属高等学校、皆実小学校、進徳女子高等学校、元宇品小学校、市立広島特別支援学校、宇品小学校、似島小学校、似島学園小学校、似島中学校、似島学園中学校、比治山小学校、広島大学附属東雲小学校、広島大学附属東雲中学校、仁保小学校、広島市立広島工業高等学校、仁保中学校、楠那小学校、楠那中学校、大河小
学校、段原中学校、黄金山小学校、比治山女子中学校、比治山女子高等学校、青崎小学校、向洋新町小学校、豊浜中学校、豊小学校、府中北小学校、府中東小学校、広島県立安芸府中高等学校、府中中学校、府中小学校、府中中央小学校、府中南小学校、府中緑ケ丘中学校、広島国際学院中学校、広島国際学院高等学校、海田東小学校、海田南小学校、海田中学校、海田西小学校、海田西中学校、海田小学校、船越小学校、船越中学校、矢野中学校、広島県立安芸南高等学校、矢野西小学校、矢野小学校、矢野南小学校、畑賀小学校、原小学
校、広島県立呉工業高等学校、呉南特別支援学校、阿賀中学校、呉市立呉高等学校、阿賀小学校、東林館高等学校　呉分校、警固屋小学校、警固屋中学校、宮原中学校、呉青山中学校、清水ヶ丘高等学校、呉青山高等学校、坪内小学校、宮原小学校、広島県立呉宮原高等学校、本通小学校、長迫小学校、和庄中学校、和庄小学校、荘山田小学校、東畑中学校、明立小学校、三坂地小学校、広島県立呉商業高等学校、横路小学校、横路中学校、広中央中学校、広小学校、呉市立広南小学校、呉市教育会、広南中学校、広島県立広高等学校、呉港
高等学校、白岳小学校、白岳中学校、仁方小学校、仁方中学校、郷原小学校、郷原中学校、下蒲刈小学校、下蒲刈中学校、蒲刈小学校、蒲刈中学校、片山中学校、呉市立呉中央中学校、呉中央小学校、広島県立呉三津田高等学校、両城小学校、港町小学校、呉市立両城中学校、吉浦小学校、吉浦中学校、天応小学校、天応中学校、昭和南小学校、広島県立呉昭和高等学校、昭和西小学校、広島県立呉特別支援学校、昭和北小学校、昭和北中学校、呉市立昭和中学校、昭和中央小学校、広島県立音戸高等学校、音戸小学校、音戸中学校、波多見
小学校、明徳中学校、倉橋小学校、明徳小学校、倉橋中学校、黒瀬特別支援学校、安登小学校、安浦中学校、安浦小学校、川尻中学校、川尻小学校、湯来南小学校、砂谷中学校、広島県立湯来南高等学校、湯来中学校、湯来東小学校、湯来西小学校、広島大学付属幼稚園、東西条小学校、三永小学校、御薗宇小学校、松賀中学校、西条小学校、三ツ城小学校、板城小学校、向陽中学校、郷田小学校、西条特別支援学校、寺西小学校、龍王小学校、平岩小学校、西条中学校、広島県立賀茂高等学校、中央中学校、広島大学付属幼稚園、広島県立
西条農業高等学校、磯松中学校、西条特別支援学校、八本松中学校、川上小学校、原小学校、八本松小学校、もみじ小学校、もみじ中学校、吉川小学校、東志和小学校、西志和小学校、志和中学校、みどり坂小学校、中野東小学校、中野小学校、瀬野川中学校、瀬野川東中学校、広島県立向原高等学校、井原小学校、志屋小学校、白木中学校、高南小学校、三田小学校、落合東小学校、落合小学校、広島県立高陽東高等学校、口田小学校、口田中学校、口田東小学校、真亀小学校、落合中学校、広島県立高陽高等学校、広島市立亀崎中学校、亀
崎小学校、倉掛小学校、広島県立広島特別支援学校、深川小学校、高陽中学校、狩小川小学校、造賀小学校、高屋東小学校、東広島市立高美が丘中学校、高美が丘小学校、近畿大学附属広島中学校東広島校、近畿大学附属広島高等学校 東広島校、小谷小学校、東広島市立高屋中学校、高屋西小学校、広島中学校、広島県立広島高等学校、河内小学校、河内中学校、広島県立河内高等学校、入野小学校、竹仁小学校、福富中学校、久芳小学校、広島県立賀茂北高等学校、豊栄小学校、豊栄中学校、木谷小学校、東広島市立安芸津中学校、
三津小学校、風早小学校、広島県立豊田高等学校、板城西小学校、上黒瀬小学校、武田中学校、武田高等学校、黒瀬中学校、中黒瀬小学校、乃美尾小学校、黒瀬特別支援学校、広島県立黒瀬高等学校、下黒瀬小学校、広島大学、和木町立和木中学校、岩国市立美川中学校、岩国市立美和中学校、岩国市立玖珂中学校、光市立浅江中学校、光市立島田中学校、光市立束荷小学校、下松市立末武中学校 2年部、山口県立周南総合支援学校　中学部、山口県立徳山総合支援学校、美祢市立豊田前中学校、ガールスカウト山口県第 30 団、宇部
市立藤山中学校、山陽小野田市立厚狭中学校、萩市立むつみ小学校、山口県立宇部総合支援学校、萩市立三見中学校、長門市立三隅中学校、長門市立明倫小学校、下関市立夢が丘中学校、高松市立紫雲中学校、高松市立木太北部小学校、高松市立鶴尾中学校、綾川町立綾上中学校、小豆島町立星城小学校、香川大学教育学部付属高松中学校、坂出市立東部小学校、香川県立香川丸亀養護学校、多度津町立多度津小学校、三豊市立仁尾小学校、徳島県立城西高等学校、きらら保育園、社会福祉法人うずしお保育園、穴吹中学校、すく
すく保育園、高知大学　S・O・S活動支援認定団体あぐりぃ～ず、高知大学医学部園芸部、高知市立高須小学校、大護幼稚園、松山東雲女子大学・松山東雲短期大学、学校法人慶応学園、学校法人 挿桃学園 番町幼稚園、大洲市立大洲東中学校、八幡浜市立日土小学校、八幡浜市立双岩中学校、西予市立野村小学校、西予市立土居小学校、愛媛県立今治特別支援学校、今治市立菊間中学校、伊予市立伊予中学校、北九州市立祝町小学校、福岡市教育委員会、立花高等学校、福岡市立和白丘中学校、福岡県立須恵高等学校、志免町立
志免中学校、筑紫女学園大学、福岡市立玄洋小学校、直方市立直方第二中学校、福岡県立西田川高等学校、大牟田市立大正小学校、朝倉市立杷木中学校、久留米市立田主丸中学校、佐賀県小城市立三日月小学校、佐賀大学教育学部附属中学校、佐賀市立松梅中学校、佐賀市立松梅中学校、佐賀市立富士中学校、佐賀市立川副中学校、佐賀市立三瀬中学校、青い鳥保育園、佐賀県立唐津特別支援学校、唐津市立海青中学校、唐津市立馬渡中学校、唐津市立第一中学校、唐津市立西唐津中学校、唐津市立入野小学校、大町町教育委員
会　生涯学習係、唐津市立厳木小学校、唐津市立玉島小学校、唐津市立浜玉中学校、五島市立福江中学校、新上五島町立奈良尾中学校、佐世保市立清水中学校、佐世保市立愛宕中学校、佐世保市立小佐々中学校、佐世保市立浅子小中学校、佐世保市立野崎中学校、長崎県立佐世保特別支援学校、佐世保市立日野中学校、佐世保市立三川内中学校、佐世保市立宮中学校、長崎県立川棚特別支援学校、川棚町立小串小学校、長崎県立波佐見高等学校、松浦市立御厨中学校、平戸市立中野中学校、平戸市立生月中学校、川棚町立川棚小
学校、熊本市立慶徳小学校、熊本大学教育学部付属中学校、熊本市立桜木東小学校、熊本県立蘇陽高校、美里町立中央小学校、美里町立砥用小学校、西原幼稚園、熊本市立出水南小学校、熊本デザイン専門学校同窓会、菊水西小学校、社会福祉法人松美会ひまわり保育園、大津町立大津室小学校、上天草市立大矢野中学校、宇佐市立和間小学校、佐伯市立渡町台小学校、日田市立北部中学校、由布市立川西小学校、由布市立阿南小学校、由布市立東庄内小学校、由布市立由布川小学校、江平保育園、祇園保育園、南方保育園、宮崎県
立宮崎大宮高等学校、住吉東保育園、宮崎市立檍中学校、宮崎市立宮崎中学校、めぐみ保育園、宮崎県立宮﨑西高等学校附属中学校、森永保育園、三名保育園、綾町立綾中学校、高千穂町立高千穂小学校、宮崎県立日向ひまわり支援学校、都城市立五十市中学校、都城市立祝吉中学校、都城市立庄内中学校、都城市立高城中学校、小林市立小林中学校、串間市立福島中学校、にじのね保育園、高原町立高原中学校、都城市立笛水小中学校、都城市立高崎中学校、鹿児島大学教育学部附属中学校、鹿児島純心女子中学・高等学校、鹿
児島市立谷山小学校、鹿児島県立鹿児島中央高等学校、学校法人前田学園 鹿屋中央高等学校、肝付町立岸良中学校、鹿児島県立川内商工高等学校、出水市立野田中学校、曽於市立財部中学校、沖縄県立那覇国際高校、糸満市立潮平中学校、社会福祉法人松の木福祉会　まつの木保育園、宜野湾市立普天間中学校、大謝名幼稚園、学校法人沖縄キリスト教学院　沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学、北谷町立北谷中学校、名護市立大宮中学校、東村立東中学校、尾上幼稚園、福井市立進明中学校、啓新高等学校、福
井市立西藤島小学校、福井市立河合小学校、福井農林高等学校、足羽第一中学校、鷹巣小中学校、大野市立上庄小学校、坂井市立三国西小学校、武生第三中学校、鯖江市立立待小学校、鯖江市鳥羽小学校、鯖江市中央中学校、鯖江市神明小学校、鯖江市進徳小学校、鯖江市鯖江中学校、鯖江市中河小学校、鯖江市鯖江東小学校、鯖江市惜陰小学校、鯖江市豊小学校、鯖江市吉川小学校、鯖江市片上小学校、鯖江市北中山小学校、鯖江市東陽中学校、鯖江市河和田小学校、福井市立上文殊幼稚園、坂井市立春江小学校、金沢市立金石
中学校、金沢市立大徳小学校、金沢美術工芸大学、野々市市立野々市小学校、野々市市立富陽小学校、わかたけ保育園、めぐみ保育園、ひろた保育園、富山県立富山総合支援学校、片山学園中学校、富山県ガールスカウト31 団、富山県立小矢部園芸高等学校、柏崎市立鏡が沖中学校、長岡市立山古志中学校、湯沢町立土樽小学校、南魚沼市立大巻中学校 、国際ビューティモード専門学校、早道保育園、新潟市立光晴中学校、長岡市立中之島中央小学校、三条市立大崎中学校、阿賀野市立京ヶ瀬中学校、福島市立瀬上小学校、一般財団
法人大原綜合病院　大原看護専門学校、福島市立月輪小学校、福島市立北信中学校、福島市立鎌田小学校、福島県立福島商業高校、福島市立矢野目小学校、福島市立余目小学校、福島市立大鳥中学校、飯坂恵泉幼稚園、福島市立飯坂小学校、飯坂保育所、福島市立湯野小学校、福島市立西根中学校、福島市立東湯野小学校、福島市立平野小学校、福島市立平野中学校、福島市立笹谷小学校、福島市立信陵中学校、福島県立大笹生支援学校、大笹生学童クラブ、福島市立大笹生小学校、福島市立中野小学校、伊達市立伊達小学校、聖
光学院高等学校、伊達市立伊達東小学校、伊達市立伊達中学校、伊達市立保原小学校、伊達市立大田小学校、伊達市立桃陵中学校、伊達市立松陽中学校、伊達市立柱沢小学校、伊達市立上保原小学校、伊達市立大枝小学校、伊達市立粟野小学校、伊達市立梁川中学校、伊達市教育委員会、伊達市立堰本小学校、伊達市立梁川小学校、伊達市立掛田小学校、伊達市立霊山中学校、伊達市立大石小学校、伊達市立石田小学校、伊達市立小国小学校、伊達市立月舘小学校、伊達市立月舘中学校、伊達市立小手小学校、福島市立信夫中学
校、福島市立大森小学校、福島市立平石小学校、福島市立平田小学校、福島市立鳥川小学校、福島県立福島明成高等学校、福島市立下川崎小学校、学校法人さくら幼稚園、福島市立松川小学校、福島市立松陵中学校、福島市立水原小学校、福島市立金谷川小学校、福島大学、福島市立飯野中学校、福島市立飯野小学校、福島市立青木小学校、福島市立大久保小学校、福島市立立子山小学校、福島市立立子山中学校、川俣町立飯坂小学校、富田幼稚園、川俣町立富田小学校、川俣町立福田小学校、社会福祉法人川俣町社会福祉協議会
　すみよし保育園、川俣町立川俣南幼稚園、川俣町立川俣南小学校、川俣幼稚園、川俣町立川俣中学校、川俣町立川俣小学校、川俣町立山木屋中学校、飯舘村立草野小学校、飯舘村立飯樋小学校、飯舘村立臼石小学校、飯舘村立飯舘中学校、さくら学童クラブ、福島市立荒井小学校、福島市立水保小学校、福島市立西信中学校、福島市立佐倉小学校、愛隣幼稚園、福島市立佐原小学校、福島市立吾妻中学校、福島市立庭坂小学校、アイリス学園、福島市立庭塚小学校、福島市立福島第四小学校、福島県立視覚支援学校、福島県立福島高
等学校、福島市立森合小学校、福島県立橘高等学校、福島市立福島第四中学校、尚志高等学校　福島キャンパス、福島市立三河台小学校、福島カトリック幼稚園、福島市立野田小学校、福島市立野田中学校、福島市立清明小学校、福島市立福島第一小学校、福島市立岳陽中学校、福島市立福島第二小学校、福島市立福島第三小学校、福島市立福島第二中学校、福島市立渡利小学校、福島市立渡利中学校、福島市立南向台小学校、ひばり音楽幼稚園、福島市立杉妻小学校、福島市立蓬莱小学校、福島市立蓬莱東小学校、福島市立蓬莱
中学校、福島市立福島第一中学校、福島県立福島西高等学校、福島大学附属特別支援学校、福島市立吉井田小学校、学校法人宝勝寺学園　福島わかくさ幼稚園、福島市立岡山小学校、福島市立福島第三中学校、福島市立北沢又小学校、福島市立御山小学校、福島市立清水中学校、福島市立清水小学校、白河市立小田川小学校、白河市立東北中学校、白河市立白河第四小学校、白河市立五箇小学校、白河市立五箇中学校、白河市立関辺小学校、中島村立滑津小学校、中島村立中島中学校、中島村立吉子川小学校、白河市立小野田小
学校、白河市立釡子小学校、白河市立東中学校、白河市立表郷中学校、白河市立表郷小学校、白河市立白河第五小学校、白河市立白河南中学校、白河市立みさか小学校、福島県立白河高等学校、白河市立白河中央中学校、福島県立白河旭高等学校、白河市立白河第三小学校、白河市立白河第一小学校、白河市立白河第二小学校、白河市立白河第二中学校、西郷村立羽太小学校、西郷村立米小学校、西郷村立小田倉小学校、西郷村立西郷第二中学校、西郷村立川谷小学校、西郷村立川谷中学校、西郷村立熊倉小学校、西郷村立西郷
第一中学校、須賀川市立西袋第一小学校、須賀川市立第一小学校、須賀川市立第一中学校、須賀川市立稲田小学校、須賀川市立稲田中学校、須賀川市立西袋第二小学校、須賀川市立長沼東小学校、須賀川市立長沼中学校、須賀川市立長沼小学校、須賀川市立白方小学校、須賀川市立岩瀬中学校、須賀川市立白江小学校、須賀川市立仁井田小学校、須賀川市立仁井田中学校、須賀川市立柏城小学校、天栄村立牧本小学校、天栄村立大里小学校、天栄村立広戸小学校、天栄村立湯本小学校、天栄村立湯本中学校、須賀川市立小塩江小
学校、須賀川市立小塩江中学校、須賀川市立大東小学校、須賀川市立大東中学校、須賀川市立大森小学校、須賀川市立第三小学校、須賀川市立第三中学校、須賀川市立第二小学校、須賀川市立阿武隈小学校、郡山市立永盛小学校、郡山市立安積中学校、郡山市立安積第一小学校、郡山市立柴宮小学校、郡山市立安積第三小学校、郡山市立安積第二中学校、郡山市立安積第二小学校、郡山市立三穂田中学校　、郡山市立三和小学校、郡山市立穂積小学校、福島県立聴覚支援学校、郡山市立大槻小学校、郡山市立小山田小学校、郡山
市立大槻中学校、ひまわり保育園、郡山市立大成小学校、あさひがおか保育園、郡山市立朝日が丘小学校、郡山市立郡山第七中学校、郡山市立片平小学校、郡山市立片平中学校、ヒューマニティー幼保学園、郡山市立河内小学校、郡山市立多田野小学校、郡山市立多田野小学校堀口分校、郡山市立逢瀬中学校、郡山市立高倉小学校、郡山市立日和田小学校、郡山市立日和田中学校、郡山市立喜久田小学校、郡山市立喜久田中学校、郡山市立白岩小学校、郡山市立東芳小学校、郡山市立小泉小学校、郡山市立緑ケ丘中学校、郡山市立
緑ケ丘第一小学校、郡山市立海老根小学校、郡山市立宮城小学校、福島県立あぶくま支援学校、郡山市立高瀬小学校、郡山市立高瀬中学校、郡山市立御舘小学校、郡山市立御舘中学校、郡山市立守山小学校、郡山市立守山中学校、郡山市立御代田小学校、郡山市立田母神小学校、郡山市立二瀬中学校、郡山市立栃山神小学校、郡山市立谷田川小学校、郡山市立熱海小学校石莚分校、郡山市立熱海小学校、郡山市立熱海中学校、郡山市立安子島小学校、小野町立夏井第一小学校、小野町立小野新町小学校、小野町立小野中学校、小
野町立飯豊小学校、小野町立浮金小学校、田村市立滝根小学校、田村市立滝根中学校、田村市立大越小学校、田村市立大越中学校、田村市立船引南小学校、田村市立船引南中学校、田村市立船引小学校、田村市立芦沢小学校、田村市立船引中学校、田村市立要田小学校、田村市教育委員会、田村市立美山小学校、田村市立瀬川小学校、田村市立緑小学校、田村市立常葉小学校、田村市立常葉中学校、田村市立都路小学校、田村市立都路中学校、矢祭町立矢祭小学校、矢祭町立矢祭中学校、矢祭町立石井小学校、塙町立塙小学校、塙
町立塙中学校、塙町立笹原小学校、棚倉町立山岡小学校、棚倉町立近津小学校、棚倉町立社川小学校、棚倉町立棚倉小学校、棚倉町立棚倉中学校、棚倉町立高野小学校、浅川町立浅川小学校、浅川町立浅川中学校、玉川村立須釡小学校、玉川村立須釡中学校、玉川村立玉川第一小学校、玉川村立泉中学校、富岡町立富岡第一小学校　三春校、富岡町立富岡第二小学校　三春校、富岡町立富岡第一中学校  三春校、富岡町立富岡第二中学校  三春校、三春町立中郷小学校、三春町立三春中学校、三春町立中妻小学校、三春町立岩江小
学校、三春町立岩江中学校、三春町立三春小学校、三春町立御木沢小学校、三春町立沢石小学校、石川町立石川小学校、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、学校法人石川高等学校、郡山市立赤木小学校、郡山市立郡山第二中学校、福島県立安積黎明高等学校、郡山市立芳山小学校、郡山市立桃見台小学校、郡山市立郡山第五中学校、郡山市立大島小学校、郡山市立桑野小学校、郡山市立富田東小学校、郡山市立富田西小学校、郡山市立郡山第六中学校、郡山市立富田中学校、郡山市立富田小学
校、郡山市立行健第二小学校、郡山市立明健小学校、郡山市立明健中学校、iキャリア医療福祉専門学校、郡山市立行健小学校、郡山市立行徳小学校、郡山市立行健中学校、平田村立小平小学校、平田村立蓬田小学校、福島県立小野高校平田分校、平田村立ひらた清風中学校、古殿町立古殿中学校、古殿町立古殿小学校、鮫川村立鮫川小学校、鮫川村立鮫川中学校、郡山市立郡山第四中学校、郡山市立芳賀小学校、郡山市立小原田小学校、郡山市立小原田中学校、郡山市立桜小学校、福島県立安積高等学校、郡山市立開成小学校、郡
山市立薫小学校、郡山市立郡山第一中学校、郡山市立郡山第三中学校、郡山市立金透小学校、郡山市立橘小学校、二本松市立原瀬小学校、安達太良小学校、二本松市立東和中学校、二本松市立東和小学校、浪江町立浪江中学校、二本松市立岩代中学校、二本松市立新殿小学校、二本松市立小浜小学校、二本松市立小浜中学校、福島県立安達東高等学校、二本松市立旭小学校、二本松市立杉田小学校、二本松市立二本松第三中学校、二本松市立岳下小学校、二本松市立塩沢小学校、福島県立安達高等学校、二本松市立二本松北小
学校、二本松市立二本松第一中学校、二本松市立北小学校、福島県立浪江高等学校 津島校、二本松市立二本松南小学校、福島県立二本松工業高校、二本松市立二本松第二中学校、二本松市立大平小学校、二本松市立石井小学校、会津若松市立松長小学校、会津若松市立一箕中学校、大熊町立大熊中学校、会津若松市立一箕小学校、会津若松市立第一中学校、会津若松市立行仁小学校、会津若松市立城北小学校、会津若松市立神指小学校、会津若松市立第六中学校、会津若松市立永和小学校、会津若松市立荒舘小学校、会津若松
市立北会津中学校、会津若松市立湊小学校、会津若松市立湊中学校、会津若松市立第二中学校、会津若松市立東山小学校、会津若松市立城南小学校、会津若松市立第五中学校、福島県立会津高等学校、会津若松市立小金井小学校、会津若松市立門田小学校、会津若松市立第四中学校、会津若松市立日新小学校、会津若松市立第三中学校、会津若松市立城西小学校、会津若松市立鶴城小学校、会津若松市立謹教小学校、福島県立葵高等学校、喜多方市立第三小学校、喜多方市立熱塩小学校、喜多方市立関柴小学校、喜多方市立熊
倉小学校、喜多方市立第三中学校、喜多方市立加納小学校、喜多方市立会北中学校、北塩原村立さくら小学校、北塩原村立第一中学校、喜多方市立第二中学校、喜多方市立第一小学校、喜多方市立第二小学校、喜多方市立松山小学校、喜多方市立豊川小学校、喜多方市立慶徳小学校、喜多方市立上三宮小学校、南会津町立田島第二小学校、南会津町立田島小学校、南会津町立田島中学校、南会津町立荒海小学校、南会津町立荒海中学校、南会津町立桧沢小学校、南会津町立舘岩小学校、南会津町立舘岩中学校、南会津町立伊南小
学校、檜枝岐村立檜枝岐小学校、檜枝岐村立檜枝岐中学校、南会津町立南郷小学校、南会津町立南会津中学校、金山町立金山小学校、金山町立金山中学校、昭和村立昭和小学校、昭和村立昭和中学校、金山町立横田小学校、只見町立只見小学校、只見町立朝日小学校、只見町立只見中学校、只見町立明和小学校、泉崎村立泉崎第一小学校、泉崎村立泉崎中学校、泉崎村立泉崎第二小学校、矢吹町立矢吹小学校、矢吹町立矢吹中学校、矢吹町立三神小学校、矢吹町立中畑小学校、矢吹町立善郷小学校、白河市立大屋小学校、白河市立
信夫第一小学校、白河市立信夫第二小学校、白河市立大信中学校、福島県立岩瀬農業高等学校、鏡石町立第一小学校、鏡石町立第二小学校、鏡石町立鏡石中学校、本宮市立五百川小学校、本宮市立本宮第二中学校、本宮市立岩根小学校、本宮市立本宮小学校、本宮市立本宮まゆみ小学校、本宮市立本宮第一中学校、本宮市立白岩小学校、本宮市立白沢中学校、本宮市立糠沢小学校、本宮市立和田小学校、大玉村立大山小学校、大玉村立玉井小学校、大玉村立大玉中学校、二本松市立渋川小学校、二本松市立油井小学校、二本松市
立安達中学校、浪江町立浪江小学校、浪江町立津島小学校、二本松市立川崎小学校、桑折町立醸芳小学校、桑折町立半田醸芳小学校、桑折町立睦合小学校、桑折町立醸芳中学校、桑折町立伊達崎小学校、国見町立県北中学校、国見町立国見小学校、猪苗代町立緑小学校、猪苗代町立長瀬小学校、猪苗代町立東中学校、北塩原村立裏磐梯幼稚園、北塩原村立裏磐梯小学校、猪苗代町立吾妻小学校、猪苗代町立猪苗代小学校、猪苗代町立千里小学校、猪苗代町立猪苗代中学校、福島県立猪苗代支援学校、猪苗代町立翁島小学校、磐梯
町立磐梯第一小学校、磐梯町立磐梯中学校、磐梯町立磐梯第二小学校、大熊町立熊町小学校、大熊町立大野小学校、会津若松市立河東学園小学校、会津若松市立河東学園中学校、喜多方市立駒形小学校、喜多方市立塩川小学校、喜多方市立姥堂小学校、喜多方市立塩川中学校、福島県立テクノアカデミー会津、喜多方市立堂島小学校、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、喜多方市立山都小学校、喜多方市立山都中学校、喜多方市立高郷小学校、喜多方市立高郷中学校、西会津町立西会津小学校、西
会津町立西会津中学校、会津若松市立大戸中学校、会津若松市立大戸小学校、下郷村立江川小学校、下郷町立楢原小学校、下郷町立下郷中学校、下郷町立旭田小学校、会津美里町立本郷中学校、会津美里町立本郷小学校、会津若松市立川南小学校、会津美里町立宮川小学校、会津美里町立高田小学校、会津美里町立高田中学校、会津美里町立新鶴小学校、会津美里町立新鶴中学校、会津坂下町立坂下東小学校、会津坂下町立坂下南小学校、会津坂下町立坂下中学校、柳津町立柳津小学校、柳津町立会津柳津学園中学校、柳津町
立西山小学校、三島町立三島小学校、三島町立三島中学校、いわき市立草野小学校、いわき市立草野中学校、磐城高等芸術商科総合学園、いわき市立藤間中学校　JRC 部、いわき市立夏井小学校、いわき市立草野小学校絹谷分校、いわき市立高久小学校、いわき市立豊間小学校、いわき市立豊間中学校、いわき市立江名小学校、いわき市立永崎小学校、いわき市立江名中学校、いわき市立好間第二小学校、いわき市立好間中学校、いわき市立好間第四小学校、いわき市立好間第一小学校、いわき市立三和中学校、いわき市立三和
小学校、いわき市立平第四小学校、いわき市立平第六小学校、いわき市立平第二中学校、いわき市立平第一小学校、いわき市立平第二小学校、いわき市立平第三小学校、いわき市立平第一中学校、福島県立磐城高等学校、福島県立磐城桜ヶ丘高等学校、いわき市立平第五小学校、いわき市立平第三中学校、いわき市立中央台南小学校、いわき市立中央台南中学校、いわき市立中央台北小学校、いわき市立中央台北中学校、福島県立双葉高等学校　、福島県立双葉翔陽高等学校、いわき市立郷ケ丘小学校、いわき市立中央台東小学
校、福島県立富岡高等学校、いわき市立小名浜西小学校、いわき市立小名浜第三小学校、いわき市立玉川中学校、いわき市立鹿島小学校、いわき市立小名浜第一小学校、いわき市立小名浜第一中学校、いわき市立小名浜第二中学校、いわき市立小名浜東小学校、いわき市立小名浜第二小学校、いわき市立泉小学校、いわき市立泉北小学校、いわき市立泉中学校、いわき市立上遠野小学校、いわき市立上遠野中学校、いわき市立入遠野小学校、いわき市立入遠野中学校、いわき市立湯本第三小学校、いわき市立磐崎小学校、いわき
市立磐崎中学校、いわき市立湯本第一小学校、いわき市立湯本第一中学校、いわき市立湯本第二小学校、いわき市立湯本第二中学校、いわき市立湯本第三中学校、いわき市立長倉小学校、いわき市立藤原小学校、いわき市立渡辺小学校、いわき市立御廐小学校、いわき市立綴小学校、いわき市立内町小学校、いわき市立高野小学校、いわき市立内郷第三中学校、いわき市立宮小学校、いわき市立内郷第二中学校、いわき市立高坂小学校、いわき市立内郷第一中学校、いわき市立田人小学校、いわき市立田人中学校、いわき市立植
田小学校、いわき市立植田東中学校、いわき市立汐見が丘小学校、双葉町立双葉北小学校、双葉町立双葉南小学校、いわき市立錦小学校、いわき市立錦東小学校、双葉町立双葉中学校、いわき市立錦中学校、いわき市立菊田小学校、いわき市立植田中学校、いわき市立植田小学校、南相馬市立原町第一小学校、南相馬市立原町第二小学校、南相馬市立原町第一中学校、南相馬市立原町第三小学校、社会福祉法人福陽会　よつば保育園、南相馬市立高平小学校、南相馬市立原町第二中学校、南相馬市立原町第三中学校、南相馬市立
大甕小学校、南相馬市立太田小学校、南相馬市立石神第二小学校、南相馬市立石神第一小学校、南相馬市立石神中学校、福島県立小高産業技術高等学校、相馬市立大野小学校、相馬市立中村第二小学校、相馬市立中村第二中学校、相馬市立飯豊小学校、相馬市立向陽中学校、福島県立相馬高等学校、相馬市立中村第一小学校、相馬市立桜丘小学校、相馬市立中村第一中学校、相馬市立山上小学校、いわき市立勿来第一小学校、いわき市立勿来第一中学校、いわき市立勿来第三小学校、いわき市立勿来第二小学校、いわき市立勿
来第二中学校、いわき市立立川部中学校、いわき市立川部小学校、いわき市立四倉小学校、いわき市立四倉中学校、いわき市立大浦小学校、いわき市立大野第一小学校、いわき市立大野中学校、いわき市立大野第二小学校、いわき市立久之浜中学校、いわき市立久之浜第一小学校、いわき市立久之浜第二小学校、広野町立広野中学校、福島県立ふたば未来学園高等学校、広野町立広野小学校、楢葉町立楢葉北小学校、楢葉町立楢葉南小学校、楢葉町立楢葉中学校、富岡町立富岡第一小学校、富岡町立富岡第二小学校、富岡町立富
岡第一中学校、富岡町立富岡第二中学校、川内村立川内小学校、川内村立川内中学校、認定こども園　かわうち保育園、浪江にじいろこども園、浪江町立なみえ創成小学、浪江町立なみえ創成中学校、葛尾村立葛尾小学校、葛尾村立葛尾中学校、南相馬市立小高小学校、南相馬市立福浦小学校、南相馬市立金房小学校、南相馬市立鳩原小学校、南相馬市立小高中学校、南相馬市立八沢小学校、南相馬市立鹿島中学校、南相馬市立鹿島小学校、南相馬市立上真野小学校、相馬市立磯部小学校、相馬市立磯部中学校、相馬市立日立木小
学校、相馬市立八幡小学校、新地町立駒ケ嶺小学校、新地町立新地小学校、新地町立尚英中学校、新地町立福田小学校、いわき市立小川小学校、いわき市立小川中学校、いわき市立小玉小学校、いわき市立赤井小学校、いわき市立赤井中学校、いわき市立川前中学校、いわき市立桶売小学校、いわき市立桶売中学校、いわき市立小白井小学校、いわき市立小白井中学校、利府町立利府小学校、名取市立不二が丘小学校、東北生活文化大学高等学校 、社会福祉法人あゆみ会 あゆみ保育園、石巻市立向陽小学校、登米市立豊里小・中
学校、ふたばバンビ幼稚園　、白石市立白石中学校、白石市立白川小学校、大崎市立鳴子中学校　、寒河江市学童保育さくらっこクラブ、ガールスカウト山形県第 9団、朝日町立西五百川小学校、長井市立長井南中学校、川西町立中郡小学校、上山市立西郷第一小学校、鶴岡市立藤島中学校、ガールスカウト東京都第 130 団

（一部）


