
【平成30年度】オリパラ教育推進校一覧（筑波大学担当266校）

村田町立村田小学校 水戸市立河和田小学校 小学校（1） 長野原町立北軽井沢小学校 木津川市立上狛小学校 小学校（1） 海南市立加茂川小学校 京都市立祥栄小学校

多賀城市立天真小学校 笠間市立友部小学校 中学校（1） 桐生市立広沢中学校 木津川市立木津川台小学校 和歌山県立和歌山北高等学校 京都市立西京極西小学校

大郷町立大郷小学校 ひたちなか市立三反田小学校 高等学校（1） 群馬県立西邑楽高等学校 木津川市立相楽小学校 和歌山県立箕島高等学校 京都市立松尾小学校

大和町立吉岡小学校 那珂市立菅谷西小学校 特別支援学校（1） 群馬県立盲学校 井手町立井手小学校 特別支援学校（1） 和歌山県立和歌山ろう学校 京都市立朱雀第六小学校

色麻町立色麻小学校 北茨城市立石岡小学校 計 4校 井手町立多賀小学校 計 4校 京都市立下京雅小学校

石巻市立貞山小学校 北茨城市立精華小学校 城陽市立古川小学校 京都市立東山泉小中学校

登米市立北方小学校 鹿嶋市立中野東小学校 京田辺市立薪小学校 京都市立九条塔南小学校

気仙沼市立松岩小学校 鉾田市立旭東小学校 稲沢市立千代田小学校 大山崎町立大山崎中学校 岩国市立周北小学校 京都市立祥豊小学校

仙台市立秋保小学校 土浦市立土浦第二小学校 清須市立清洲東小学校 木津川市立山城中学校 柳井市立柳東小学校 京都市立久世西小学校

角田市立北角田中学校 石岡市立杉並小学校 あま市立甚目寺西小学校 井手町立泉ケ丘中学校 周南市立福川南小学校 京都市立葵小学校

多賀城市立第二中学校 石岡市立林小学校 東浦町立片葩小学校 京丹波町立和知中学校 山口市立大内小学校 京都市立修学院小学校

大郷町立大郷中学校 石岡市立瓦会小学校 豊田市立市木小学校 京丹波町立蒲生野中学校 宇部市立小野小学校 京都市立音羽小学校

大和町立宮床中学校 龍ケ崎市立川原代小学校 豊橋市立豊小学校 京丹波町立瑞穂中学校 宇部市立神原小学校 京都市立高雄小学校

色麻町立色麻中学校 取手市立六郷小学校 江南市立古知野中学校 綾部市立綾部中学校 小中連携校（1） 萩市立大島小・中学校 京都市立御所南小学校

石巻市立蛇田中学校 取手市立戸頭小学校 清須市立新川中学校 舞鶴市立白糸中学校 計 7校 京都市立大宮小学校

登米市立東和中学校 つくば市立竹園東小学校 弥富市立弥富中学校 宮津市立宮津中学校 京都市立大藪小学校

気仙沼市立面瀬中学校 つくば市立二の宮小学校 大府市立大府北中学校 宮津市立栗田中学校 京都市立山ノ内小学校

仙台市立生出中学校 阿見町立阿見第一小学校 豊田市立逢妻中学校 南丹市立園部中学校 幼稚園（1） 砥部町立麻生幼稚園 京都市立桃山東小学校

宮城県立泉高等学校 古河市立下大野小学校 新城市立東郷中学校 京都府立鴨沂高等学校 西条市立橘小学校 京都市立石田小学校

宮城県立南郷高等学校 古河市立上大野小学校 愛知県立海翔高校 京都府立洛北高等学校 松山市立石井北小学校 京都市立下京中学校

宮城県立利府高等学校 古河市立大和田小学校 知多翔洋高校 京都府立鳥羽高等学校 宇和島市立和霊小学校 京都市立桂中学校

計 21校 下妻市立大宝小学校 松蔭高校 京都府立北嵯峨高等学校 上島町立岩城中学校 京都市立西ノ京中学校

下妻市立高道祖小学校 豊田東高校 京都府立北桑田高等学校 今治市立北郷中学校 京都市立嘉楽中学校

下妻市立下妻小学校 宝陵高校 京都府立東稜高等学校 松山市立椿中学校 京都市立大宅中学校

福島市立御山小学校 八千代町立下結城小学校 特別支援学校（1） 愛知県立港特別支援学校 京都府立洛水高等学校 愛媛県立新居浜東高等学校 京都市立西京高等学校（定時制）

福島市立平野小学校 境町立境小学校 計 18校 京都府立京都すばる高等学校 愛媛県立大洲高等学校 京都市立塔南高等学校

福島市立北沢又小学校 境町立長田小学校 京都府立乙訓高等学校 特別支援学校（1） 今治特別支援学校 京都市立日吉ヶ丘高等学校

福島市立吉井田小学校 大子町立大子中学校 京都府立西乙訓高等学校 計 10校 京都市立京都工学院高等学校

福島市立土湯小学校 つくば市立茎崎中学校 京都府立城陽高等学校 計 28校

福島市立佐原小学校 古河市立総和南中学校 京都府立西城陽高等学校

郡山市立安積第三小学校 古河市立三和北中学校 京都府立京都八幡高等学校 朝倉市立秋月小学校

郡山市立安子島小学校 坂東市立東中学校 京都府立久御山高等学校 飯塚市立頴田小学校 幼稚園（1） 北九州市立鷹の巣幼稚園

郡山市立金透小学校 常総市立水海道中学校 京都府立田辺高等学校 大野城市立御笠の森小学校 北九州市立修多羅小学校

郡山市立小原田小学校 茨城県立常陸大宮高等学校 京都府立南丹高等学校 大牟田市立天領小学校 北九州市立松ヶ江北小学校

郡山市立赤木小学校 茨城県立磯原郷英高等学校 京都府立須知高等学校 築上町立築城小学校 北九州市立松ヶ江南小学校

郡山市立富田東小学校 茨城県立土浦湖北高等学校 京都府立綾部高等学校 中間市立中間西小学校 北九州市立西小倉小学校

郡山市立白岩小学校 茨城県立下妻第二高等学校 京都府立西舞鶴高等学校 大川市立大川中学校 北九州市立足立小学校

郡山市立東芳小学校 茨城県立水戸聾学校 京都府立加悦谷高等学校 春日市立春日東中学校 北九州市立二島小学校

郡山市立桜小学校 茨城県立水戸飯富特別支援学校 京都府立網野高等学校 桂川町立桂川中学校 北九州市立花尾小学校

会津若松市立一箕小学校 計 39校 京都府立久美浜高等学校 鞍手町立鞍手中学校 北九州市立戸畑中央小学校

いわき市立平第三小学校 京都府立莵道高等学校 築上町立椎田中学校 北九州市立楠橋小学校

いわき市立桶売小学校 京都府立盲学校 筑前町立夜須中学校 北九州市立木屋瀬小学校

いわき市立小名浜第二小学校 京都府立聾学校 福岡県立宗像中学校 北九州市立広徳小学校

いわき市立錦小学校 京都府立向日が丘支援学校 福岡県立北九州高等学校 北九州市立長尾小学校

福島市立蓬莱中学校 京都府立宇治支援学校 福岡県立玄洋高等学校 北九州市立星ヶ丘小学校

福島市立大鳥中学校 京都府立城陽支援学校 福岡県立早良高等学校 北九州市立徳力小学校

会津若松市立一箕中学校 京都府立八幡支援学校 福岡県立三井高等学校 北九州市立搭野小学校

福島県立橘高等学校 京都府立南山城支援学校 福岡県立直方高等学校 北九州市立古前小学校

福島県立須賀川高等学校 京都府立丹波支援学校 福岡県立三潴高等学校 北九州市立到津小学校

福島県立あさか開成高等学校 京都府立中丹支援学校 特別支援学校（1） 福岡県立久留米聴覚特別支援学校 北九州市立八幡小学校

福島県立視覚支援学校 京都府立舞鶴支援学校 計 20校 北九州市立田原小学校

福島県立郡山支援学校 京都府立与謝の海支援学校 北九州市立足立中学校

福島県立会津支援学校 計 52校 北九州市立曽根中学校

福島県立たむら支援学校（高等部） 北九州市立八児中学校

福島県立いわき支援くぼた校 北九州市立石峯中学校

福島市立福島養護学校 北九州市立菊陵中学校

計 32校 北九州市立花尾中学校

北九州市立吉田中学校

北九州市立高生中学校

北九州市立田原中学校

北九州市立南小倉中学校

北九州市立槻田中学校

計 31校
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【平成30年度】オリパラ教育推進校一覧（早稲田大学担当226校）

盛岡市立仙北小学校 沼津市立第一小学校 横浜市立神奈川小学校 甲賀市立柏木小学校 三豊市立勝間小学校 札幌市立盤渓小学校

花巻市立笹間第一小学校 三島市立向山小学校 横浜市立白幡小学校 彦根市立河瀬小学校 三豊市立吉津小学校 札幌市立手稲西小学校

奥州市立田原小学校 富士宮市立柚野小学校 横浜市立一本松小学校 滋賀県立河瀬中学校 三豊市立比地大小学校 札幌市立前田小学校

釜石市立釜石小学校 富士宮市立人穴小学校 横浜市立本町小学校 大津市立皇子山中学校 三豊市立財田小学校 札幌市立北白石小学校

盛岡市立上田中学校 伊東市立八幡野小学校 横浜市立岡村小学校 高等学校（1） 滋賀県立甲南高等学校・高等養護学校 三豊市立大見小学校 札幌市立福住小学校

盛岡市立乙部中学校 伊東市立西小学校 横浜市立能見台小学校 滋賀県立長浜養護学校 さぬき市立志度小学校 札幌市立米里小学校

西和賀町立沢内中学校 富士市立富士第一小学校 横浜市立富岡小学校 滋賀県立野洲養護学校 中学校（1） 三豊市立豊中中学校 札幌市立幌東小学校

岩手県立盛岡南高等学校 富士市立鷹岡小学校 横浜市立城郷小学校 滋賀県立守山養護学校 香川県立坂出高等学校 札幌市立三里塚小学校

岩手県立一関第二高等学校 下田市立浜崎小学校 横浜市立大曽根小学校 盲学校 香川県立高瀬高等学校 札幌市立厚別西小学校

岩手県立久慈東高等学校 裾野市立向田小学校 横浜市立鴨志田緑小学校 滋賀県立新旭養護学校 特別支援学校（1） 香川県立香川丸亀養護学校 札幌市立豊園小学校

特別支援学校（1） 岩手県立花巻清風支援学校 伊豆市立修善寺南小学校 横浜市立市場中学校 計 10校 計 10校 札幌市立拓北小学校

計 11校 伊豆の国市立大仁小学校 横浜市立大鳥中学校 札幌市立西岡南小学校

函南町立函南小学校 横浜市立汐見台中学校 札幌市立平岸高台小学校

小山町立須走小学校 横浜市立東野中学校 福山市立霞小学校 菊陽町立武蔵ケ丘北小学校 札幌市立清田緑小学校

埼玉県立上尾高等学校 焼津市立豊田小学校 高等学校（1） 横浜市立横浜商業高等学校 福山市立東小学校 小国町立小国小学校 札幌市立美しが丘小学校

埼玉県立児玉高等学校 掛川市立中央小学校 特別支援学校（1） 横浜市立日野中央高等特別支援学校 福山市立加茂小学校 甲佐町立甲佐小学校 札幌市立信濃小学校

埼玉県立羽生第一高等学校 藤枝市立葉梨西北小学校 計 16校 福山市立久松台小学校 水俣市立袋小学校 札幌市立大倉山小学校

埼玉県立深谷高等学校 菊川市立加茂小学校 福山市立樹徳小学校 熊本市立力合西小学校 札幌市立南の沢小学校

埼玉県立上尾特別支援学校 菊川市立河城小学校 福山市立山手小学校 熊本市立長嶺小学校 札幌市立中の島小学校

埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学校 磐田市立東部小学校 静岡市立中藁科小学校 東広島市立小谷小学校 熊本市立白山小学校 札幌市立星置東小学校

埼玉県立秩父特別支援学校 沼津市立第二中学校 静岡市立宮竹小学校 海田町立海田小学校 熊本市立北部東小学校 札幌市立手稲宮丘小学校

計 7校 三島市立中郷中学校 静岡市立清水入江小学校 尾道市立吉和小学校 熊本市立城山小学校 札幌市立栄小学校

伊東市立北中学校 静岡市立梅ケ島小中学校 福山市立内海中学校 熊本市立託麻東小学校 札幌市立発寒東小学校

富士市立田子浦中学校 静岡市立大河内小学校 福山市立加茂中学校 宇土市立鶴城中学校 札幌市立南月寒小学校

岐南町立北小学校 函南町立東中学校 静岡市立清水両河内中学校 東広島市立高屋中学校 南関町立南関中学校 札幌市立新陽小学校

海津市立大江小学校 小山町立北郷中学校 高等学校（1） 静岡市立高等学校 熊野町立熊野東中学校 八代市立第一中学校 札幌市立真駒内公園小学校

郡上市立明宝小学校 磐田市立豊田中学校 計 7校 尾道市立因北中学校 あさぎり町立あさぎり中学校 札幌市立北園小学校

八百津町立八百津中学校 静岡県立伊東高等学校 尾道市立因島南中学校 天草市立本渡中学校 札幌市立東月寒小学校

土岐市立泉中学校 静岡県立伊東商業高等学校 尾道市立向東中学校 山鹿市立山鹿中学校 札幌市立南白石小学校

高山市立中山中学校 静岡県立伊豆総合高等学校 尾道市立御調中学校 熊本市立長嶺中学校 札幌市立平岸小学校

特別支援学校（1）岐阜県立岐阜本巣特別支援学校 静岡県立伊豆中央高等学校 尾道市立向島中学校 熊本市立北部中学校 札幌市立小野幌小学校

計 7校 静岡県立裾野高等学校 三次市立作木中学校 熊本県立鹿本高等学校 札幌市立篠路小学校

静岡県立富士宮東高等学校 広島県立広島皆実高等学校 熊本県立八代東高等学校 札幌市立八軒西小学校

静岡県立藤枝西高等学校 広島県立福山葦陽高等学校 熊本県立熊本西高等学校 札幌市立北小学校

静岡県立袋井商業高等学校 広島県立世羅高等学校 熊本県立盲学校 札幌市立山鼻南小学校

静岡県立磐田北高等学校 広島県立三次高等学校 熊本県立松橋支援学校 札幌市立東園小学校

計 36校 広島県立五日市高等学校 計 23校 札幌市立常盤小学校

広島県立高陽高等学校 札幌市立西小学校

広島県立神辺旭高等学校 札幌市立北都小学校

広島県立湯来南高等学校 札幌市立前田北小学校

広島県立庄原実業高等学校 札幌市立幌西小学校

広島県立尾道商業高等学校 札幌市立旭小学校

広島県立呉宮原高等学校 札幌市立藤の沢小学校

広島県立呉三津田高等学校 札幌市立福住小学校

広島県立賀茂高等学校 札幌市立宮の森小学校

広島県立安西高等学校 札幌市立しらかば台小学校

広島県立大崎海星高等学校 札幌市立厚別通小学校

広島県立千代田高等学校 札幌市立上野幌小学校

特別支援学校（1） 広島県立広島中央特別支援学校 札幌市立藤野小学校

計 36校 札幌市立平岡小学校

札幌市立明園小学校

札幌市立二条小学校

札幌市立澄川小学校

札幌市立伏見小学校

札幌市立清田南小学校

札幌市立簾舞小学校

札幌市立中央中学校

札幌市立青葉中学校

札幌市立中の島中学校

札幌市立真駒内曙中学校

札幌市立みなみの杜高等支援学校

札幌市立山の手養護学校

その他（1） 札幌市立開成中等教育学校

計 63校

熊本県

小学校（10）

広島県

小学校（9）

中学校（10） 中学校（8）

高等学校（3）

高等学校

（16）

香川県

特別支援学校

（2）

高等学校（9）

静岡市

小学校（3）

中学校（3）

滋賀県

小学校（2）

中学校（2）

特別支援学校

（5）

小学校（20）

中学校（3）

静岡県 横浜市

小学校（10）

中学校（7）

小学校（56）

中学校（4）

特別支援学校

（2）

札幌市

小学校（6）

高等学校（2）

中学校(4)

中学校（3）

高等学校（3）

岩手県

小学校（4）

埼玉県

高等学校（4）

特別支援学校

（3）

岐阜県

小学校（3）
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名寄市立名寄西小学校 習志野市立秋津小学校 小松市立粟津小学校 小学校（1） 由布市立由布川小学校 千葉市立蘇我小学校

網走市立東小学校 習志野市立香澄小学校 穴水町立穴水小学校 大分市立城東中学校 千葉市立宮崎小学校

登別市立幌別中学校 八千代市立高津小学校 白山市立光野中学校 大分市立稙田南中学校 千葉市立花園小学校

士別市立士別中学校 船橋市立宮本小学校 宝達志水町立宝達中学校 別府市立青山中学校 千葉市立上の台小学校

釧路市立幣舞中学校 市川市立菅野小学校 石川県立津幡高等学校 別府市立山の手中学校 千葉市立緑町小学校

北海道恵庭南高等学校 浦安市立見明川小学校 石川県立鶴来高等学校 由布市立庄内中学校 千葉市立小中台小学校

北海道苫前商業高等学校 松戸市立大橋小学校 特別支援学校（1） 石川県立七尾特別支援学校 大分県立別府支援学校 千葉市立小倉小学校

特別支援学校（1） 北海道岩見沢高等養護学校 柏市立酒井根小学校 計 7校 大分県立宇佐支援学校 千葉市立千城台西小学校

計 8校 野田市立清水台小学校 計 8校 千葉市立誉田小学校

流山市立小山小学校 千葉市立誉田東小学校

鎌ケ谷市立五本松小学校 小野市立市場小学校 千葉市立幸町小学校

栃木市立栃木中央小学校 佐倉市立印南小学校 篠山市立城東小学校 川棚町立小串小学校 千葉市立真砂東小学校

栃木市立栃木第四小学校 成田市立久住小学校 淡路市立多賀小学校 諫早市立有喜小学校 千葉市立鶴沢小学校

栃木市立南小学校 印西市立平賀小学校 尼崎市立大庄北中学校 長崎市立香焼小学校 千葉市立高洲小学校

栃木市立吹上小学校 印西市立いには野小学校 神河町立神河中学校 長崎市立西坂小学校 千葉市立新宿中学校

栃木市立千塚小学校 香取市立新島小学校 養父市立大屋中学校 長崎市立上長崎小学校 千葉市立幕張本郷中学校

栃木市立寺尾小学校 香取市立小見川北小学校 兵庫県立社高等学校 長崎市立小江原小学校 千葉市立稲毛中学校

栃木市立国府南小学校 山武市立松尾小学校 兵庫県立長田商業高等学校 長崎市立伊良林小学校 千葉市立若松中学校

栃木市立国府北小学校 一宮町立東浪見小学校 兵庫県立川西北陵高等学校 対馬市立比田勝中学校 千葉市立大椎中学校

栃木市立大平東小学校 一宮町立一宮小学校 兵庫県立篠山東雲高等学校 諫早市立小長井中学校 千葉市立幕張西中学校

栃木市立大平西小学校 長生村立一松小学校 兵庫県立村岡高等学校 長崎県立大村城南高等学校 千葉市立磯辺中学校

栃木市立大平中央小学校 いすみ市立太東小学校 兵庫県立淡路高等学校 長崎県立国見高等学校 千葉市立泉谷中学校

栃木市立藤岡小学校 館山市立豊房小学校 特別支援学校（1） 兵庫県立播磨特別支援学校 長崎県立対馬高等学校 計 22校

栃木市立三鴨小学校 鴨川市立西条小学校 計 13校 計 12校

栃木市立赤津小学校 木更津市立清見台小学校

栃木市立西方小学校 君津市立八重原小学校 新潟市立大形小学校

那須塩原市立埼玉小学校 市原市立明神小学校 宿毛市立小筑紫小学校 新潟市立牡丹山小学校

那須塩原市立三島小学校 習志野市立第七中学校 宿毛市立沖の島小学校 新潟市立沼垂小学校

那須塩原市立南小学校 船橋市立法田中学校 宿毛市立大島小学校 新潟市立横越小学校

那須塩原市立西小学校 船橋市立古和釜中学校 宿毛市立咸陽小学校 新潟市立根岸小学校

那須塩原市立大山小学校 市川市立妙典中学校 宿毛市立宿毛小学校 新潟市立小針小学校

佐野市立田沼小学校 松戸市立第五中学校 宿毛市立松田川小学校 新潟市立木山小学校

佐野市立山形小学校 柏市立田中中学校 宿毛市立橋上小学校 新潟市立曽根小学校

栃木市立栃木東中学校 野田市立東部中学校 宿毛市立山奈小学校 中学校（1） 新潟市立亀田西中学校

栃木市立東陽中学校 流山市立常盤松中学校 宿毛市立平田小学校 中等教育学校(1) 新潟市立高志中等教育学校

栃木市立大平中学校 我孫子市立久寺家中学校 宿毛市立小筑紫中学校 計 10校

栃木市立大平南中学校 佐倉市立臼井南中学校 宿毛市立片島中学校

栃木市立藤岡第一中学校 佐倉市立根郷中学校 宿毛市立宿毛中学校

栃木市立西方中学校 成田市立久住中学校 宿毛市立橋上中学校 大阪市立加美東小学校

那須塩原市立黒磯北中学校 印西市立印旛中学校 宿毛市立東中学校 大阪市立田島小学校

那須塩原市立厚崎中学校 香取市立佐原第五中学校 計 14校 大阪市立三国小学校

那須塩原市立西那須野中学校 旭市立第二中学校 大阪市立九条南小学校

那須塩原市立箒根中学校 山武市立山武南中学校 大阪市立川辺小学校

佐野市立田沼東中学校 一宮町立一宮中学校 大阪市立北恩加島小学校

佐野市立田沼西中学校 いすみ市立大原中学校 大阪市立市岡小学校

義務教育学校（1） 那須塩原市立塩原小中学校 館山市立第二中学校 大阪市立此花中学校

栃木県立日光明峰高等学校 君津市立周西南中学校 大阪市立大和川中学校

栃木県立小山南高等学校 富津市立大貫中学校 大阪市立下福島中学校

計 37校 袖ケ浦市立蔵波中学校 大阪市立旭東中学校

市原市立姉崎中学校 大阪市立平野北中学校

昭和学院秀英中学校 高等学校（1） 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校

秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校 計 13校

千葉県立千葉女子高等学校

千葉県立八千代高等学校

千葉県立流山南高等学校

千葉県立流山おおたかの森高等学校

千葉県立一宮商業高等学校

千葉県立市原緑高等学校

昭和学院秀英高等学校

秀明大学学校教師学部付属秀明八千代高等学校

日本体育大学柏高等学校

千葉黎明高等学校

千葉県立桜が丘特別支援学校

千葉県立矢切特別支援学校

千葉県立東金特別支援学校

計 65校

大分県

特別支援学校

(2)

中学校（5）

小学校（9）

長崎県

小学校（7）

中学校（2）

高等学校（3）

高知県

石川県

小学校（2）

中学校（2）

高等学校（2）

中学校（5）

小学校（3）

中学校（3）

高等学校（6）

大阪市

兵庫県

小学校（7）

中学校（5）

高等学校(10）

特別支援学校

（3）

小学校（2）

中学校（3）

高等学校（2）

中学校（25）

小学校（27）

高等学校（2）

中学校（12）

中学校（8）

小学校（8）

小学校（14）

北海道

栃木県

千葉県 千葉市

新潟市

小学校（22）


