
(ご参考)

年度 京都府教育委員会管下 京都市教育委員会管下

昭和49 ●大住小学校 (田辺町) ●梅屋小学校 (上京区)

50 な　　　　し　　　　　　　 な　　　　し　　　　　　　

51 ●普賢寺小学校 (田辺町) ●日彰小学校 (中京区)

52 ●普賢寺小学校 (田辺町) ●八瀬小学校 (左京区)

53 ●木津小学校 (木津町) ●横大路小学校 (南区)

54 ●木津小学校 (木津町) ●横大路小学校 (南区)

55 ●周山小学校 (京北町) ●祥豊小学校 (南区)

●高尾小学校 (南山城村) ●京極小学校 (上京区)

56 ●周山小学校 (京北町) ●祥豊小学校 (南区)

●薪小学校 (田辺町) ●京極小学校 (上京区)

57 ●薪小学校 (田辺町) ●羽束師小学校 (伏見区)

●宮島小学校 (美山町)

58 ●宮島小学校 (美山町) ●羽束師小学校 (伏見区)

●金谷小学校 (福知山市) ●大原小学校 (左京区)

59 ●金谷小学校 (福知山市) ●大原小学校 (左京区)

●由良小学校 (宮津市) ●正親小学校 (上京区)

60 ●由良小学校 (宮津市) ●正親小学校 (上京区)

●長岡第十小学校 (長岡京市)

61 ●長岡第十小学校 (長岡京市) ●中川小学校 (北区)

●恭仁小学校 (加茂町)

62 ●恭仁小学校 (加茂町) ●中川小学校 (北区)

●間人小学校 (丹後町) ●藤城小学校 (伏見区)

63 ●間人小学校 (丹後町) ●藤城小学校 (伏見区)

●亀岡小学校 (亀岡市) ●祥豊小学校 (南区)

平成 1 ●亀岡小学校 (亀岡市) ●祥豊小学校 (南区)

●岩屋小学校 (野田川町) ●朱雀第二小学校 (中京区)

2 ●岩屋小学校 (野田川町) ●朱雀第二小学校 (中京区)

●弓削小学校 (京北町) ●上高野小学校 (左京区)

3 ●弓削小学校 (京北町) ●上高野小学校 (左京区)

●岡田中小学校 (舞鶴市) ●北醍醐小学校 (伏見区)

4 ●岡田中小学校 (舞鶴市) ●北醍醐小学校 (伏見区)

●宇治田原小学校 (宇治田原町) ●川岡小学校 (西京区)

5 ●宇治田原小学校 (宇治田原町) ●川岡小学校 (西京区)

●神足小学校 (長岡京市) ●安朱小学校 (山科区)

6 ●神足小学校 (長岡京市) ●安朱小学校 (山科区)

●青野小学校 (亀岡市) ●貞教小学校 (東山区)

7 ●青野小学校 (亀岡市) ●貞教小学校 (東山区)

●木津小学校 (木津町) ●元町小学校 (北区)

8 ●木津小学校 (木津町) ●元町小学校 (北区)

●田村小学校 (久美浜町) ●紫野小学校 (北区)

9 ●田村小学校 (久美浜町) ●紫野小学校 (北区)

●与謝小学校 (加悦町) ●九条弘道小学校 (南区)

10 ●与謝小学校 (加悦町) ●九条弘道小学校 (南区)

●菟原小学校 (三和町) ●福西小学校 (西京区)

京都府内における金融・金銭教育研究校の委嘱状況

（○金融教育研究校、●金銭教育研究校）
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年度 京都府教育委員会管下 京都市教育委員会管下

（○金融教育研究校、●金銭教育研究校）

11 ●菟原小学校 (三和町) ●福西小学校 (西京区)

●第2向陽小学校 (向日市) ●桂小学校 (西京区)

12 ●第2向陽小学校 (向日市) ●桂小学校 (西京区)

●棚倉小学校 (山城町) ●第四錦林小学校 (左京区)

13 ●棚倉小学校 (山城町) ●第四錦林小学校 (左京区)

●川辺小学校 (園部町) ●植柳小学校 (下京区)

14 ●川辺小学校 (園部町) ●植柳小学校 (下京区)

●鳥取小学校 (弥栄町) ●西京極西小学校 (右京区)

15 ●鳥取小学校 (弥栄町) ●西京極西小学校 (右京区)

●養老小学校 (宮津市) ●醒泉小学校 (下京区)

16 ●養老小学校 (宮津市) ●醒泉小学校 (下京区)

○大江中学校 (大江町) ○藤森中学校 (伏見区)

＜知事室文教課所管＞     

○同志社高等学校 (左京区)

17 ○大江中学校 (大江町) ○藤森中学校 (伏見区)

○同志社高等学校 (左京区)

18 ○京都すばる高等学校 (伏見区) ○嵯峨中学校 (右京区)

○京都八幡高等学校 (八幡市)

○男山中学校 (八幡市)

○中央小学校 (八幡市)

19 ○京都すばる高等学校 (伏見区) ○嵯峨中学校 (右京区)

○京都八幡高等学校 (八幡市)

○男山中学校 (八幡市)

○中央小学校 (八幡市)

20 ○木津高等学校 (木津川市) ○岡崎中学校 (左京区)

○深草中学校 (伏見区)

21 ○木津高等学校 (木津川市) ○岡崎中学校 (左京区)

○深草中学校 (伏見区)

22 ○網野高等学校 (京丹後市) ○西陵中学校 (西京区)

○大宅中学校 (山科区)

23 ○網野高等学校 (京丹後市) ○西陵中学校 (西京区)

○大宅中学校 (山科区)

24 ○大江高等学校 (福知山市) ○小栗栖中学校 (伏見区)

○青葉中学校 (舞鶴市)

25 ○大江高等学校 (福知山市) ○小栗栖中学校 (伏見区)

26 ○春日丘中学校 (伏見区)

○東山泉中学校 (東山区)

27 ○春日丘中学校 (伏見区)

○東山泉中学校 (東山区)

28 ○加悦谷高等学校 (与謝野町) ○洛水中学校 (伏見区)

●下鳥羽小学校 (伏見区)

のべ累計 74校 71校

（実数） (39校) (38校)
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