
 2022年度　読書活動推進助成事業　助成校一覧

市郡 学校名 市郡 学校名 市郡 学校名

南部幼稚園 北馬城小学校 南立石小学校

北部幼稚園 深見小学校 上人小学校

鶴居幼稚園 安心院小学校 緑丘小学校

如水幼稚園 津房小学校 大平山小学校

沖代幼稚園 佐田小学校 朝日中学校

北部小学校 安岐中央幼稚園 鶴見台中学校

大幡小学校 安岐幼稚園 舞鶴幼稚園

如水小学校 富来小学校 松岡幼稚園

和田小学校 安岐中央小学校 大在幼稚園

深水小学校 杵築幼稚園 さがのせき認定こども園

山口小学校 東幼稚園 八幡小学校

上津小学校 八坂幼稚園 日岡小学校

三郷小学校 大田こども園 桃園小学校

緑ヶ丘中学校 北杵築小学校 三佐小学校

中津中学校 護江小学校 鶴崎小学校

城北中学校 山香小学校 明治小学校

東中津中学校 宗近中学校 高田小学校

今津中学校 豊岡幼稚園 川添小学校

三光中学校 日出幼稚園 松岡小学校

夢いろ幼稚園 豊岡小学校 戸次小学校

キラリいろ幼稚園 川崎小学校 上戸次小学校

桂陽小学校 べっぷ幼稚園 吉野小学校

戴星学園（都甲小学校） 石垣幼稚園 明野西小学校

草地小学校 上人幼稚園 明野東小学校

田染小学校 南立石幼稚園 豊府小学校

真玉中学校 緑丘幼稚園 舞鶴小学校

香々地中学校 東山幼稚園 大東中学校

宇佐市 柳ヶ浦小学校 南小学校 明野中学校

中津市

宇佐市
別府市

国東市

大分市

杵築市

日出町

豊後高田市

別府市
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 2022年度　読書活動推進助成事業　助成校一覧

市郡 学校名 市郡 学校名 市郡 学校名

戸次中学校 佐伯市 蒲江翔南学園（蒲江翔南中学校） ここのえ飯田こども園

判田中学校 南部幼稚園 野矢小学校

東陽中学校 祖峰小学校

下北小学校 菅生小学校

上北小学校 城原小学校

市浜小学校 荻小学校

臼杵小学校 緑ヶ丘中学校

北中学校 久住中学校

津久見市 千怒小学校 千歳幼稚園

由布川幼稚園 清川小学校

挾間幼稚園 緒方小学校

石城小学校 緒方中学校

由布川小学校 若宮小学校

挾間小学校 三芳小学校

西庄内小学校 有田小学校

塚原小学校 石井小学校

庄内中学校 桂林小学校

佐伯東幼稚園 小野小学校

上堅田幼稚園 東渓小学校

上浦幼稚園 東部中学校

八幡小学校 南部中学校

下堅田小学校 戸山中学校

木立小学校 東有田中学校

切畑小学校 大山中学校

本匠小学校 森幼稚園

佐伯城南中学校 塚脇小学校

彦陽中学校 八幡小学校

直川中学校 くす星翔中学校

大分市
九重町

竹田市

臼杵市

豊後大野市

由布市

日田市

佐伯市

玖珠町
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 2022年度　特別支援教育助成事業　助成校一覧

市郡 学校名 市郡 学校名 市郡 学校名

小楠小学校 小原小学校 川添小学校

大幡小学校 安岐小学校 吉野小学校

和田小学校 国見小学校 竹中小学校

今津小学校 国見中学校 判田小学校

秣小学校 国東中学校 東稙田小学校

山口小学校 志成学園 丹生小学校

樋田小学校 東小学校 坂ノ市小学校

上津小学校 杵築小学校 明野東小学校

城井小学校 北杵築小学校 豊府小学校

緑ヶ丘中学校 護江小学校 舞鶴小学校

城北中学校 大田小学校 鴛野小学校

戴星学園（都甲小学校） 宗近中学校 横瀬西小学校

呉崎小学校 杵築中学校 神崎小中学校（こうざき小学校）

田染小学校 山香中学校 佐賀関小学校

真玉小学校 豊岡小学校 滝尾中学校

高田中学校 日出小学校 城東中学校

香々地中学校 川崎小学校 大東中学校

四日市北小学校 日出中学校 戸次中学校

和間小学校 大神中学校 大在中学校

北馬城小学校 別府中央小学校 稙田西中学校

駅館小学校 南立石小学校 稙田南中学校

豊川小学校 亀川小学校 大分西中学校

安心院小学校 緑丘小学校 下北小学校

北部中学校 北部中学校 上北小学校

西部中学校 南大分小学校 福良ヶ丘小学校

長洲中学校 八幡小学校 臼杵小学校

宇佐中学校 東大分小学校 川登小学校

国東市 富来小学校 桃園小学校 東中学校

中津市

国東市

大分市

杵築市

豊後高田市

日出町

宇佐市
別府市

臼杵市

大分市
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 2022年度　特別支援教育助成事業　助成校一覧

市郡 学校名 市郡 学校名

臼杵市 野津中学校 若宮小学校

青江小学校 三芳小学校

津久見小学校 朝日小学校

石城小学校 有田小学校

由布川小学校 石井小学校

挾間小学校 桂林小学校

由布院小学校 大山小学校

庄内中学校 三隈中学校

佐伯東小学校 戸山中学校

八幡小学校 東有田中学校

渡町台小学校 塚脇小学校

切畑小学校 八幡小学校

本匠小学校 東飯田小学校

宇目緑豊小学校 南山田小学校

佐伯城南中学校 ここのえ緑陽中学校

昭和中学校

豊岡小学校

荻小学校

白丹小学校

竹田南部中学校

直入中学校

三重東小学校

清川小学校

大野小学校

千歳小学校

清川中学校

緒方中学校

朝地小中学校（朝地中学校）

竹田市

豊後大野市

日田市

津久見市

由布市

佐伯市

玖珠町

九重町

4／5



 2022年度　特別支援学校教育支援事業　助成校一覧

学校名

中津支援学校

宇佐支援学校

日出支援学校

別府支援学校

別府支援学校鶴見校

別府支援学校石垣原校

南石垣支援学校

由布支援学校

新生支援学校

さくらの杜高等支援学校

盲学校

聾学校

大分支援学校

日田支援学校

竹田支援学校

臼杵支援学校

佐伯支援学校

大分大学教育学部附属特別支援学校
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