
（令和元年11月8日現在）

№ 種　　別 会　　　員　　　名 備　　考

1 正会員 三笠市教育委員会

2 正会員 北広島市教育委員会

3 正会員 むつ市教育委員会

4 正会員 東通村教育委員会

5 正会員 三戸町教育委員会

6 正会員 大槌町教育委員会

7 正会員 普代村教育委員会

8 正会員 登米市教育委員会

9 正会員 小坂町教育委員会

10 正会員 新庄市教育委員会

11 正会員 南陽市教育委員会

12 正会員 水戸市教育委員会

13 正会員 つくば市教育委員会

14 正会員 宇都宮市教育委員会

15 正会員 小山市教育委員会

16 正会員 入間市教育委員会

17 正会員 八潮市教育委員会

18 正会員 鴨川市教育委員会

19 正会員 江東区教育委員会

20 正会員 品川区教育委員会 代表幹事

21 正会員 渋谷区教育委員会

22 正会員 三鷹市教育委員会

23 正会員 武蔵村山市教育委員会

24 正会員 三条市教育委員会

25 正会員 茅野市教育委員会

26 正会員 信濃町教育委員会

27 正会員 白川村教育委員会

28 正会員 吉田町教育委員会

29 正会員 名張市教育委員会

30 正会員 長浜市教育委員会

31 正会員 高島市教育委員会

32 正会員 京都市教育委員会 代表幹事

33 正会員 京丹後市教育委員会

34 正会員 堺市教育委員会

35 正会員 池田市教育委員会

36 正会員 寝屋川市教育委員会

37 正会員 箕面市教育委員会

38 正会員 柏原市教育委員会

39 正会員 東大阪市教育委員会

40 正会員 能勢町教育委員会

41 正会員 姫路市教育委員会

42 正会員 奈良市教育委員会 幹事

43 正会員 明日香村教育委員会

44 正会員 松江市教育委員会

45 正会員 呉市教育委員会 幹事

46 正会員 府中市教育委員会

47 正会員 梼原町教育委員会

48 正会員 飯塚市教育委員会

49 正会員 宗像市教育委員会

50 正会員 芦屋町教育委員会

51 正会員 日向市教育委員会

52 正会員 えびの市教育委員会

53 正会員 八代市教育委員会

54 正会員 薩摩川内市教育委員会
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№ 種　　別 会　　　員　　　名 備　　考

1 賛助会員－団体 株式会社帝国書院

2 賛助会員－団体 教育出版株式会社

3 賛助会員－団体 株式会社三省堂

4 賛助会員－団体 数研出版株式会社

5 賛助会員－団体 ニッケグループ

6 賛助会員－団体 公益財団法人 日本数学検定協会

7 賛助会員－団体 大日本図書株式会社

8 賛助会員－団体 一般財団法人　学校教育研究所

9 賛助会員－団体 東京書籍株式会社

10 賛助会員－団体 三甲テキスタイル株式会社

11 賛助会員－団体 株式会社ぎょうせい

12 賛助会員－団体 光村図書出版株式会社

13 賛助会員－団体 日本こどものための委員会

14 賛助会員－団体 日本文教出版

15 賛助会員－団体 教育開発出版株式会社

16 賛助会員－団体 市川市立塩浜学園

17 賛助会員－団体 両小野学園

18 賛助会員－団体 株式会社新興出版社啓林館

19 賛助会員－団体 瀧本株式会社

20 賛助会員－団体 菅公学生服株式会社

21 賛助会員－団体 株式会社トンボ

22 賛助会員－団体 株式会社明石スクールユニフォームカンパニー

23 賛助会員－団体 田川市立小中一貫校猪位金学園

24 賛助会員－団体 聖ウルスラ学院英智小・中学校

25 賛助会員－個人 荒井　玲子

26 賛助会員－個人 中山　稔

所在地

東京都千代田区

東京都千代田区

東京都中央区

東京都千代田区
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宮城県仙台市
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福岡県田川市

東京都北区

東京都北区

岡山県岡山市

東京都江東区

東京都品川区

長野県塩尻市

大阪府大阪市

大阪府東大阪市

岡山県岡山市

東京都世田谷区

岡山県倉敷市

東京都中野区

東京都文京区


