賛同数：885

土曜学習応援団について

＜2022年6月16日現在の賛同企業・団体・大学等（敬称略）＞

＜企業・経済団体等＞
花王､ ﾀﾞｽｷﾝ､ 日本電信電話､ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ､三菱電機､日本電気､NECﾈｯﾂｴｽｱｲ､富士通､富士通総研､富士通ｸﾗｳﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ ､日立製作所､内田洋行､ AT&TｼﾞｬﾊﾟﾝLLC､
ﾊﾟﾛﾏ､ ｶｼｵ計算機､ﾊﾞﾝﾀﾞｲ､ ｿﾆｰ､ ｷｯｺｰﾏﾝ､ ｾﾞﾝｼｮｰ､ 東洋ﾗｲｽ､ 伊藤園､ ｷﾘﾝ､ 森永乳業､ｱｻﾋ飲料､ｶﾝﾛ､ 日清製粉ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社､ 日本ﾊﾑ ､大和屋､八木長本店､
ﾎｸﾄ､ 広島魚市場､ ﾏﾙｶｲ､仙台水産､中部水産､ 丸幸水産､長井水産､田脇水産､ 竹徳かまぼこ､ くまだ､ 一正蒲鉾､ ｼｮｸｼﾝ､ 丸越､ ﾐｰﾙｹｱ､ｼﾀﾞｯｸｽ､第一電機測器､
三菱商事､ 日本郵船､ 博報堂､ りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ､三井住友銀行､三井住友ｶｰﾄﾞ､東京ｽﾀｰ銀行､ 日本政策投資銀行､ 日本政策金融公庫､
全国の信用金庫37行､ 野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ､ SMBC日興証券､ 水戸証券､ 楽天証券､ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ､ SOMPOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ､ 東京海上日動､ ｱﾌﾗｯｸ､ 第一生命､ 日本生命保険､
第一成和事務所､ 東京海上日動ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ､ほけんの窓口ｸﾞﾙｰﾌﾟ､SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ､MACARON､ ｱｲｱｽ､ 綜合警備保障､ MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ､
FCTGﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ､ｲｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ､日本航空､ 全日本空輸､ JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ､ 日産自動車､ ﾄﾖﾀ自動車､ ｶﾙｿﾆｯｸｶﾝｾｲ､武蔵精密工業､ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ南札幌､
ﾎﾝﾀﾞ四輪販売北海道､ 釧路ﾄﾖﾀ自動車､ ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ栃木､ ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ栃木､ ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ埼玉､ ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ神奈川､ 長野ﾀﾞｲﾊﾂ販売､ ﾎﾝﾀﾞ自販ﾀﾅｶ､ 愛知日野自動車､ ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ､
ﾎﾝﾀﾞ北大阪､ 広島ｽﾊﾞﾙ､ﾊﾟﾗﾃﾞｨｱﾑ､東京電力､中部電力､日本原燃､ 東京ｶﾞｽ､ 三井化学､ﾄｸﾔﾏ､積水化学工業､三洋化成工業､理想科学工業､東洋製罐ｸﾞﾙｰﾌﾟ､ﾂﾑﾗ､
ｿﾞｴﾃｨｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ､ｺｰｴｲﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ､ﾒﾀﾈｯｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ､ﾃﾞｭﾎﾟﾝ､出光興産､ﾒﾀｳｫｰﾀｰ､日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ､KDDI､NTTﾄﾞｺﾓ､楽天､ｸﾞﾘｰ､ﾃﾞｨｰ･ｴﾇ･ｴｰ､ｱﾏｿﾞﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ､読売新聞社､
朝日新聞社､産業経済新聞社､中日新聞社､ 毎日新聞社､TBS､ﾜｰﾅｰｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ､ 東宝､ ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ､ FOXｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾁｬﾝﾈﾙｽﾞ､ Fire Works､
ｽﾀｼﾞｵ地図､ ｷｯｻﾞﾆｱ東京/甲子園､ 阪急阪神ｴｸｽﾌﾟﾚｽ､ DHLｼﾞｬﾊﾟﾝ､ 凸版印刷､ Lifebook､ﾆﾁｲ学館､日本創芸教育､東京書籍､ 旺文社､ ｱｲｶﾑ､ｵｷﾄﾞｷｻｲｴﾝｽ､ｹﾆｽ､
教育と探求社､原印刷､ILH､ﾌｧｶﾙﾀｽ､ｸｰﾊﾞｰｺｰﾁﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ､ 新潟ｼﾃｨ法律事務所､ﾋﾞｸﾄﾘﾉｯｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ､NTTﾃﾞｰﾀ､情報技術開発､ﾃｯｸﾌｧｰﾑ､CA Tech Kids､ﾛﾎﾞｯﾄ科学教育､
ｱｲｴｯｸｽ･ﾅﾚｯｼﾞ､GV､B Inc. ､ｻｲﾊﾞｰﾌｪﾘｯｸｽ､ｷｭｰﾋﾞｯｸ､ｱｰﾄ&ﾌﾘｰﾀﾞﾑ､ﾏｲﾙｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ､ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ､ｷｬﾘｱﾘﾝｸ､ coconi､Night Zookeeper､ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾗｰﾆﾝｸﾞ､
ﾜｲｽﾞﾃｨｰﾈｯﾄﾜｰｸ､ﾄｩﾜｲｽ･ﾘｻｰﾁ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ､ｵｰｼｬﾅｲｽﾞ､千､日本赤十字社､本州四国連絡高速道路東京事務所､鹿島建設､ ﾐｻﾜﾎｰﾑ､野村不動産ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ､ 安藤･間､
ｸﾞﾘｰﾝ土地､日比谷ｱﾒﾆｽ､ 川島鈴鹿建築計画､日本総合住生活､藤ｸﾘｰﾝ､国土地図､ﾎｺﾀ設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ､ 正建､ 新潟ﾁﾞｰｾﾞﾙ工業､五十嵐建設､田中設備､とみや商会､
ﾌｫｰﾊﾞﾙ､ｿﾌｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ､ ｱﾁｰﾊﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ､ｶﾝﾄﾘｰﾚｲｸｼｽﾃﾑｽﾞ､ﾌﾚﾝｽﾞｱﾌﾞﾛｰﾄﾞ､菅公学生服､ 東京ｿﾜｰﾙ､ｵﾝﾜｰﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ､ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ﾖｰｺ､日本ｳﾞｫｰｸﾞ社､ｳﾞｫｰｸﾞ学園､
ﾄｰﾎｰ､ﾙｼｱﾝ､ﾌﾞﾃｨｯｸ社､ﾗﾗﾐｰﾚｻﾞｰ､LIXILﾋﾞﾊﾞ､ぴあ､ ﾁｰﾑｽﾏｲﾙ､ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｰﾂ､ﾄﾞﾘｰﾑｶﾑﾄｩﾙｰ企画､東京演劇集団 風､ ﾄﾘｯﾋﾟｰｷｯｽﾞ､ ｵﾍﾟﾗｼｱﾀｰこんにゃく座､演劇集団 円､
劇団飛行船､ 劇団銅鑼､子どもｺﾝﾃﾝﾂﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(KCP)ﾙﾙﾁｬｲ､ やまちゃん､東電ﾊﾐﾝｸﾞﾜｰｸ､日比谷花壇､ｼｮｯﾌﾟ&ｻﾛﾝ花･花､hanane ､全国学習塾協会､
全国学習塾協同組合､福岡学習塾連盟､神田進学ｾﾐﾅｰ､津ﾉ國屋､ 堀江ｾﾞﾐﾅｰﾙ､花乃井ｾﾞﾐﾅｰﾙ､育英ｼｽﾃﾑ､大阪栄光学園､ 理数学館､青山学園､ ﾊﾟﾜｰｾﾞﾐ西本塾､
賢人本氤塾､ ｼﾞｪｲ教育ｼｽﾃﾑｽﾞ､ ﾒｲｸｳｴｲｽﾀﾃﾞｨｾﾝﾀｰ､CodeCampKIDS､日本経済団体連合会､日本商工会議所､新経済連盟､日本貿易会､全国銀行協会､
全国信用金庫協会､日本証券業協会､日本損害保険協会､電気事業連合会､日本弁理士会(3団体)､日本規格協会､IEEE Tokyo Young Professionals､
FOOD ACTION NIPPON推進本部､ｴﾌｺｰﾌﾟ生活協同組合､大阪いずみ市民生活協同組合､みやぎ生協､日本化学工業協会､ 塩ﾋﾞ工業･環境協会､
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ循環利用協会､ 大日本水産会､全国漁業協同組合連合会(3団体)､ 全国漁青連､全国漁協女性部連絡協議会､水産物市場改善協会､新潟県蒲鉾組合､
全大阪魚蛋白事業協同組合､気仙沼の魚を学校給食に普及させる会､三重県海水養魚協議会､輪島･海美味(うみ)工房､日本財団､ 日本ﾎﾋﾞｰ協会､
日本ｱﾊﾟﾚﾙ･ﾌｧｯｼｮﾝ産業協会､ 日本ﾚｺｰﾄﾞ協会、日本自動車連盟､ 全日本ﾄﾗｯｸ協会､全国ﾊｲﾔｰ･ﾀｸｼｰ連合会､日本物流団体連合会、ﾊﾟｵﾊﾟｵｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、
雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ関西販売本部、ｱﾄﾞｳﾞｨｯｸｽ、ﾔｸﾙﾄ本社、ｱｼﾛ、ｸﾞﾘｯﾄｳｪﾌﾞ、ﾁｯﾄﾁｬｯﾄ､第一ﾌﾛﾝﾃｨｱ生命､CyberOwl (ｻｲﾊﾞｰｱｳﾙ)､東洋羽毛工業､ｼﾅｼﾞｱ､ｲｰ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ研究所､
夢ふぉと､田辺三菱製薬ﾌﾟﾛﾋﾞｼﾞｮﾝ､はないく､Cadenza､ｴﾝﾄﾞｵﾌﾞﾗｲﾌ･ｹｱ協会､ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ､脱毛の窓口東京ｸﾘﾆｯｸ､ｵｰｶﾞﾆｯｸ共和国Byｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ共和国､Cheer､ｾｺﾑ､
ﾌﾞﾗｻﾞｰ工業､ｻﾙｿﾆｰﾄﾞ､ﾓﾉﾄ､ﾐﾛｽ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰﾄ､ｴｽｺｰﾄﾀﾞﾝｽ協会､ﾋﾞｼﾞｮﾝ､ｱｽﾀｰﾘﾝｸ､ｴﾌｧﾀ､ﾋﾞｰｴｽｼｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ､ぎゅぎゅっとﾊｯﾋﾟｰ､ﾘﾈｼﾞﾂ､ｳｪﾌﾞｺｺﾙ､Transfers､
日本風呂敷文化協会､ﾃﾞｨﾚｸﾄﾌｫｰｽ授業支援の会､ｱﾙｾ､管清工業､ｱｲ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ､海外FXﾊﾞﾝｸ､Fusic､ﾀﾆﾗﾀﾞｰ協会､ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ､るんPRODUCTION､
ｵﾌｨｽﾏﾘｶ､ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ､ﾒﾃﾞｨｱｳｨｽﾞ､博進堂､三井住友ﾄﾗｽﾄ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ､SCENTBOX､味の素､ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ協会､ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾏｲﾝﾄﾞ株式会社､
株式会社BlueDIne､株式会社ﾘｸｴｽﾄｴｰｼﾞｪﾝﾄ､Entrez WORLD､VPN Streaming､あおき整形ﾘﾊﾋﾞﾘｸﾘﾆｯｸ､ﾎﾟｰﾗ 熊本ｿﾞｰﾝ､絆ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ､FXｸｲｯｸﾅﾋﾞ､Fab､
和文化教養普及協会､WealthPark､ｺﾝｾﾌﾟﾄﾜｰｸｽ

＜教育・文化・各種団体等＞
指定都市教育委員･教育長協議会､ 全国連合退職校長会､ 全国国公立幼稚園･こども園PTA連絡協議会､ 日本PTA全国協議会､ 全国高等学校PTA連合会､
全国国立大学附属学校PTA連合会､ 日本PCA教育振興会､ NPOおやじ日本､ 礫川おやじの会､ 全国特別支援教育推進連盟､ 日本青年会議所､つくば青年会議所､
土浦青年会議所､ 相模原青年会議所､ 長岡青年会議所､ 高岡青年会議所､ 豊田青年会議所､ 都城青年会議所､ ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ日本連盟､ 全国子ども会連合会､ 修養団､
育てる会､ ﾊｰﾓﾆｨｾﾝﾀｰ､ 遊心､ 社会通信教育協会､ 日本通信教育振興協会､ 全国社会教育委員連合､ 全国公民館連合会､ 日本図書館協会､ 全国図書教材協議会､
全国の図書教材協会50団体､ 教育文化ｾﾝﾀｰ､ 図書館振興財団､ 教科書協会､ 日野社会教育ｾﾝﾀｰ､ 高度映像情報ｾﾝﾀｰ､ 国立青少年教育振興機構､
国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ､全国の青少年の家27施設､体験の風をおこそう運動推進委員会､｢早寝早起き朝ごはん｣全国協議会､
NPO自然体験活動推進協議会、 日本青年館､鹿児島県青年会館､ 沖縄県青年会館､ 日本青年団協議会､ 鹿児島県青少年団協議会､
青少年交友協会､日本YMCA同盟､ 日本ﾕｰｽﾎｽﾃﾙ協会､ 日本ｷｬﾝﾌﾟ協会､ B&G財団､ 子ども未来塾､ 日本青年国際交流機構､ 青少年国際交流推進ｾﾝﾀｰ､
日本ｼｪｱﾘﾝｸﾞﾈｲﾁｬｰ協会､ JICA地球ひろば(2団体) ､ JICA横浜 海外移住資料館､ 協力隊を育てる会､ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾀﾞｲｿﾝ財団､ ﾃﾞｨﾚｸﾄﾌｫｰｽ(2団体) ､
ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ､ 情報ｻｰﾋﾞｽ産業協会､消費者関連専門家会議､全国消費生活相談員協会､ 日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ･相談員協会､
生命保険文化ｾﾝﾀｰ､ 簡易保険加入者協会､製品評価技術基盤機構､東京都金融広報委員会､ 金融学習協会､ ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱｶﾃﾞﾐｰ､ ｴﾌﾋﾟｰｳｰﾏﾝ､
NPO日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会､ 日本ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ協会､信託協会､ NPO全国検定振興機構､ 日本数学検定協会､ 日本英語検定協会､ NPO日本語検定委員会、
NPO日本ﾆｭｰｽ時事能力検定協会､ 日本漢字能力検定協会､ 画像情報教育振興協会､日本ﾊﾟｯｹｰｼﾞｸﾗﾌﾄ協会､日本発明振興協会､子どもみらい教研ﾌｫｰﾗﾑ､
教育ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会､ 日本ゆめ教育協会､愛媛ゆめ教育協会､ﾄﾞﾘｰﾑﾏｯﾌﾟ普及協会､ 職業教育･ｷｬﾘｱ教育財団､ 日本能率協会､ 公益資本主義推進協議会､
志教育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､ ﾒｷｷの会､ ｼﾞｭﾆｱﾏﾅｰｽﾞ協会､ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ教育研究会､ ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､ Lady Up Manner､ しつもん財団､ 家訓ﾆｽﾄ協会､
全日本冠婚葬祭互助協会､日本芸術文化振興会､ 日本博物館協会､国立科学博物館､東京国立博物館､京都国立博物館､奈良国立博物館､ 九州国立博物館､
東京文化財研究所､ 奈良文化財研究所､ ｱｼﾞｱ太平洋無形文化遺産研究ｾﾝﾀｰ､東京国立近代美術館､京都国立近代美術館､国立西洋美術館､国立国際美術館､
日本きもの文化美術館､昭和館､大原美術館､日本科学未来館､紅ﾐｭｰｼﾞｱﾑ､大阪商工会議所大阪企業家ﾐｭｰｼﾞｱﾑ､日本ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会､日本ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会､
日本ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会､ 日本ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟､ 全日本ﾀﾞﾝｽ協会連合会､ HIDALI､日本ﾀﾞｰﾂ協会､ 日本ﾄﾞｯﾁﾞﾋﾞｰ協会､ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ財団､日本棋院､日本将棋連盟､
日本女子ﾌﾟﾛ将棋協会､日本舞踊協会､草月会､落語芸術協会､落語協会､日本和紙ちぎり絵協会､古典学習陶冶会､品川区伝統工芸保存会､ｼﾞｪｽｸ音楽文化振興会､
全日本ﾋﾟｱﾉ指導者協会､日本ﾌﾟﾛｺﾞﾙﾌ協会､日本ｺﾞﾙﾌ場経営者協会､日本ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾞﾙﾌ協会､GMG八王子ｺﾞﾙﾌ場､長瀞ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ､鴻巣ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ､
鴻巣ｼﾞｬﾝﾎﾞｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ､武士道剣会､日本ｷﾝﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ連盟､日本薬剤師会､秋田県薬剤師会､福島県薬剤師会､岡山県薬剤師会､日本気象予報士会(2団体)､
日本消防協会､日本防火･防災協会､ 防災ｼﾞｵﾗﾏ推進ﾈｯﾄﾜｰｸ､ 減災ｱﾄﾘｴ､ﾋﾟｰｽﾎﾞｰﾄ災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ､全麺協､ ｷｯﾁﾝの科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､愛知県漬物協会､日本航空協会､
日本船主協会､日本船長協会､日本海事広報協会､日本海事ｾﾝﾀｰ､日本内航海運組合総連合会､全国海運組合連合会､日本外航客船協会､ 舟艇協会､
北海道内航船員対策連絡協議会､東北内航船員対策連絡協議会､関東地方船員対策協議会､中部地方船員対策連絡協議会､近畿内航船員対策協議会､
神戸地区内航船員確保対策協議会､中国地区内航船員対策協議会､四国地方船員対策連絡協議会､九州地区船員対策連絡協議会､日本造船工業会､
日本中小型造船工業会､海と渚環境美化･油濁対策機構､ 日本鯨類研究所､ 日本捕鯨協会､ 日本森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会､森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 東京会､日本手芸普及協会､
未来ｷｬﾝﾊﾞｽ､日本自動車整備振興会連合会､日本自動車車体整備協同組合連合会､日本自動車販売協会連合会､都道府県等自動車整備振興会10団体､
日本建設業連合会､全国建設業協会､ 建設産業専門団体連合会､ 建設業振興基金､ 都市再生機構､住まいづくりﾅﾋﾞｾﾝﾀｰ､みやぎ建設総合ｾﾝﾀｰ､愛知県建設業協会､
兵庫県建設業協会､ 関西鉄筋工業協同組合､日本空調衛生工事業協会､全国測量設計業協会連合会､ 日本測量協会､日本地図ｾﾝﾀｰ､ NPO伊能社中､
地域活性化ｾﾝﾀｰ､ みなとむすぶ地域活性化ｺﾐｭﾆﾃｨ協会､世羅町観光協会､石垣島観光､日本環境改善協会､日本ﾕﾈｽｺ協会連盟､全国のﾕﾈｽｺ協会2団体､
日本極地研究振興会､NPO教育支援協会､NPO教育支援協会東京西､全国放課後ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ､放課後NPOｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ､NPOｷｯｽﾞﾄﾞｱ､NPO全国生涯学習まちづくり協会､
NPO芸術資源開発機構､NPO情熱の赤いﾊﾞﾗ協会､NPO日本ﾏﾅｰ･ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ協会､ NPOｱｲﾃﾞｱﾂﾘｰﾋﾗﾒｷ､ NPOまなびのたねﾈｯﾄﾜｰｸ､NPO青少年科学技術振興会､
NPO日本こどものための委員会､NPOｺｱﾈｯﾄ､NPOｸﾞﾘｰﾝﾊﾞ-ﾄﾞ､NPO伊豆自然学校､よみたん自然学校､NPO全国ﾗｼﾞｵ体操連盟､NPOﾊﾟﾗｷｬﾝ､
NPOﾌﾞﾚｲﾌﾞｻｰｸﾙ運営委員会､経営支援NPOｸﾗﾌﾞ､NPO日本子守唄協会､ NPO日本ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ､NPOﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｲﾝﾌｫ､ NPO Ubdobe､未来をつくるkaigoｶﾌｪ､
山口県介護福祉士養成施設協会､無門福祉会､NPO日本の平和と安全基盤を支える会､ NPO対話の会､食育NPO｢おむすび｣､NPOまちづくり教育協働企画ｴﾄｾﾄﾗ､
NPO日本交流分析協会､NPO日本ﾌｧｲﾊﾞｰﾘｻｲｸﾙ推進協会､NPO日本無形文化継承機構､NPOﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝ支援ｾﾝﾀｰ､ｱﾗｰﾚ､日本学生社会人ﾈｯﾄﾜｰｸ､EDUPEDIA､
e-ﾈｯﾄｷｬﾗﾊﾞﾝ､夢らくざﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､いっぽどうぶつしょうぎを育てる会､危険学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ８､電気理科ｸﾗﾌﾞ､感謝の心ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ連絡協議会､駄菓子総合研究所､
ﾕｰｽ･ﾌｫｰ･ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾂ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ､ ﾕｰｽ･ﾌｫｰ･ﾋｭｰﾏﾝ･ﾗｲﾂ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ､ﾁｰﾑLogy&Nomy ､私たちの未来環境ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､ｷｬｻﾘﾝとﾅﾝｼｰのお金のおはなし､日本ﾌｨﾗﾝｿﾛﾋﾟｰ協会､
Photo Office GOOD GIRL､NPOそらべあ基金､日本ﾋﾟｰｽｽﾏｲﾙ協会､ NPO真庭あぐりｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､ REBORN ､DAC未来ｻﾎﾟｰﾄ文化事業団､
あそび心研究所､ｿｰｽﾞｴｲﾄITﾌﾟﾗｻﾞ､Japan Education Lab ､ｴｺﾛｼﾞｰｵﾝﾗｲﾝ ､ PLANperfect ､兵庫県生涯学習ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの会阪神ﾌﾞﾛｯｸ (次ページへ続く）

(教育・文化・各種団体等の続き）
白滝ｼﾞｵﾊﾟｰｸ推進協議会､川口ﾀﾞﾑ自然ｴﾈﾙｷﾞｰﾐｭｰｼﾞｱﾑ､淡海環境保全財団 (滋賀県地球温暖化防止活動推進ｾﾝﾀｰ）､産業環境管理協会､野口英世記念会､
国際伝統文化協会、NPO日本を美しくする会､NPO国境なき医師団日本､NPOﾓﾗﾛｼﾞｰ道徳教育財団､NPO博多ﾐﾂﾊﾞﾁﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､ﾎﾝﾀﾞﾃｸﾆｶﾙｶﾚｯｼﾞ関西､
放課後NPOｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ､ 「映像のまち・かわさき」推進ﾌｫｰﾗﾑ､たかしまｽﾎﾟｰﾂあそび教室､NPO日本足育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ協会､ﾎﾟｲﾝﾄｻｲﾄ比較ｶﾞｲﾄﾞ事務局､ひとみ算盤教室､
中学受験社会専門のｽﾀﾃﾞｨｱｯﾌﾟ､東京都理学療法士協会､台湾ﾄｰｸ日本中国語ｾﾝﾀｰ

＜大学・研究所・国立機関等＞

国立大学協会､ 公立大学協会､ 日本私立大学団体連合会､ 国立高等専門学校機構､ 全国の高等専門学校51校､ 全国専修学校各種学校総連合会､
全国自動車短期大学協会､ NPO全国美術ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育振興会､ 筑波大学､ 東京大学生産技術研究所､ 東京学芸大学､東京藝術大学社会連携ｾﾝﾀｰ､
新潟大学大学院医歯学総合研究科､富山大学地域連携推進機構生涯学習部門､兵庫教育大学､和歌山大学､鳥取大学､香川大学 清國研究室､ 高知大学､
熊本大学教育学部､産業技術大学院大学､ 高知工科大学､石川県立大学 生物資源環境学部食品科学科分子生物学研究室､
石川県立大学 生物資源工学研究所DNA利用技術教育ｾﾝﾀｰ､北里大学 一般教育部自然科学教育ｾﾝﾀｰ化学単位､ 東京理科大学生涯学習ｾﾝﾀｰ､
東京慈恵会医科大学総合医科学研究ｾﾝﾀｰ基盤研究施設(分子細胞生物学)､川村学園女子大学､ 香川栄養学園女子栄養大学生涯学習ｾﾝﾀｰ､八洲学園大学､
事業構想大学院大学､ 東京都立産業技術高等専門学校､岡山県専修学校各種学校振興会､ 文化服装学院､ 二葉ﾌｧｯｼｮﾝｱｶﾃﾞﾐｰ､中国ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校､
新宿学園新宿調理師専門学校､高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構､自然科学研究機構国立天文台､ 核融合科学研究所､ 生理学研究所､石油天然ｶﾞｽ･金属鉱物資源機構､
国文学研究資料館､ 国立国語研究所､ 国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ､国立民族学博物館､国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ､国立印刷局､造幣局､酒類総合研究所､計測自動制御学会､
日本学生支援機構､ 応用物理学会､自衛隊 東京地方協力本部 港出張所､ 同本部 大田出張所､経済産業省 商務流通保安ｸﾞﾙｰﾌﾟ製品安全課､
総務省行政評価局･全国行政相談委員連合協議会､財務省財務局、九州海事産業次世代人材育成推進協議会､大館市教育研究所､
農林水産省林野庁近畿中国森林管理局森林整備部箕面森林ふれあい推進ｾﾝﾀｰ､大阪大学

