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2014年1月25日（土） 埼玉県皆野町立三沢小学校(体育館) 北秩父PTA連合会

2014年1月25日（土） 東京都北区立滝野川文化センター(教室) 東京都北区立滝野川文化センター

2014年1月25日（土） 福岡県北九州市立大蔵小学校(その他) 福岡県北九州市立大蔵小学校

2014年1月25日（土） 鳥取県岩美町中央公民館(その他) 岩美町ＰＴＡ連合会、岩美町青少年育成協議会

2014年1月25日（土） 神奈川県川崎市立南菅小学校　多目的ルーム(その他) 神奈川県川崎市立南菅小学校

2014年1月27日（月） 愛知県あま市立正則小学校(体育館) 愛知県あま市立正則小学校

2014年1月27日（月） 北海道訓子府町立訓子府中学校(体育館) 北海道訓子府町立訓子府中学校

2014年1月27日（月） 岐阜県厚見小学校(教室) 岐阜県厚見小学校

2014年1月27日（月） 岡山県真庭市立河内小学校(教室) 岡山県真庭市立河内小学校

2014年1月27日（月） 沖縄県沖縄県立中部商業高等学校(その他) 沖縄県立中部商業高等学校　情報ビジネス科

2014年1月27日（月） 香川県観音寺市立常磐小学校　和室(その他) 香川県観音寺市立常磐小学校

2014年1月27日（月） 愛媛県西条市立丹原東中学校(体育館) 愛媛県西条市立丹原東中学校

2014年1月28日（火） 千葉県野田市立北部小学校(体育館) 千葉県野田市立北部小学校

2014年1月28日（火） 神奈川県川崎市立子母口小学校(教室) 神奈川県川崎市立子母口小学校

2014年1月28日（火） 熊本県熊本市立一新小学校(教室) 熊本県熊本市立一新小学校

2014年1月28日（火） 宮城県仙台市立燕沢小学校音楽室(その他) 仙台市消費生活センター

2014年1月28日（火） 長野県伊那市立春富中学校(その他) 長野県伊那市立春富中学校

2014年1月28日（火） 長野県茅野市立金沢小学校(その他) 長野県茅野市立金沢小学校

2014年1月28日（火） 青森県青森県立青森第二高等養護学校(教室) NPO法人青森県消費者協会

2014年1月29日（水） 千葉県八街市立八街北中学校　会議室(教室) 千葉県八街市立八街北中学校　家庭教育学級部

2014年1月29日（水） 東京都中野区立南中野中学校　多目的ホール(その他) 東京都中野区南中野中学校区地区懇談会

2014年1月29日（水） 東京都墨田区立第一寺島小学校(体育館) 東京都墨田区立第一寺島小学校

2014年1月29日（水） 茨城県守谷市立高野小学校　オープンスペース(その他) 茨城県守谷市立高野小学校

2014年1月29日（水） 愛媛県新居浜市立泉川小学校(その他) 愛媛県新居浜市立泉川小学校

2014年1月29日（水） 愛知県知多市立旭北小学校(その他) 愛知県知多市立旭北小学校

2014年1月29日（水） 茨城県土浦市立中村小学校　(体育館) 茨城県土浦市立中村小学校

2014年1月30日（木） 静岡県清水町立南小学校(その他) 静岡県清水町立南小学校PTA

2014年1月30日（木） 神奈川県大和市立草柳小学校　特別教室(その他) 神奈川県大和市立草柳小学校

2014年1月30日（木） 北海道上士幌町立上士幌中学校(その他) 北海道上士幌町立上士幌中学校

2014年1月30日（木） 大阪府大阪府立西成高等学校(教室) 大阪府立西成高等学校

2014年1月30日（木） 島根県奥出雲町立三成小学校(教室) 島根県奥出雲町立三成小学校

2014年1月30日（木） 沖縄県那覇第一地方合同庁舎(その他) 那覇地方法務局，沖縄県人権擁護委員連合会

2014年1月30日（木） 茨城県つくば市立手代木南小学校(体育館) 茨城県つくば市立手代木南小学校

2014年1月31日（金） 千葉県佐倉市立西志津中学校(体育館) 千葉県佐倉市立西志津中学校

2014年1月31日（金） 京都府京田辺市立田辺小学校(教室) 京田辺市青少年問題連絡協議会田辺地域委員会

2014年1月31日（金） 宮城県仙台市立人来田中学校　音楽室(その他) 宮城県仙台市立人来田中学校

2014年1月31日（金） 愛知県知立市中央公民館(その他) 知立市不登校・いじめ未然防止対策協議会広報部情報モラル向上推進委員会

2014年1月31日（金） 岡山県赤磐市立山陽小学校(教室) 岡山県赤磐市立山陽小学校

2014年1月31日（金） 兵庫県篠山市立城南小学校(その他) 兵庫県篠山市立城南小学校

2014年1月31日（金） 京都府京都市立修学院第二小学校(教室) 京都府京都市立修学院第二小学校

2014年1月31日（金） 広島県廿日市市役所(その他) 廿日市市教育委員会

2014年1月31日（金） 千葉県芝山町立菱田小学校(その他) 千葉県芝山町立菱田小学校

2014年1月31日（金） 宮城県仙台市立連坊小路小学校(その他) 仙台市消費生活センター

2014年1月31日（金） 広島県安芸高田市立可愛小学校(その他) 広島県安芸高田市立可愛小学校

2014年2月1日（土） 岩手県久慈市立久慈中学校(教室) 岩手県久慈市立中央公民館

2014年2月1日（土） 東京都国立オリンピック記念青少年総合センター(その他) 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会

2014年2月1日（土） 北海道美瑛町立美馬牛小学校(教室) 美瑛町立美馬牛小学校ＰＴＡ　，美瑛町公民館美馬牛分館

2014年2月1日（土） 富山県富山市立柳町小学校(体育館) 富山県富山市立柳町小学校

2014年2月2日（日） 兵庫県太子町立文化会館(その他) 太子町PTA連絡協議会

2014年2月2日（日） 北海道せたな町立北檜山小学校　音楽室(その他) 北海道せたな町立北檜山小学校

2014年2月2日（日） 熊本県深田校区公民館　せきれい館　ホール(その他) 球磨郡PTA連絡協議会

2014年2月3日（月） 北海道帯広市立清川小学校ふれあい館(その他) 北海道帯広市立清川小学校

2014年2月3日（月） 茨城県河内町立河内中学校　多目的室(教室) 茨城県河内町立河内中学校

2014年2月3日（月） 徳島県三好市立池田中学校　多目的ホール(その他) 徳島県三好市立池田中学校
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2014年2月4日（火） 愛知県半田市立宮池小学校(教室) 半田市立宮池小学校ＰＴＡ

2014年2月4日（火） 神奈川県横浜市立十日市場小学校(体育館) 神奈川県横浜市立十日市場小学校

2014年2月4日（火） 千葉県長生村立一松小学校　(体育館) 千葉県長生村立一松小学校　

2014年2月4日（火） 愛知県名古屋市立二城小学校(体育館) 愛知県名古屋市立二城小学校

2014年2月4日（火） 千葉県市原市立姉崎小学校() 千葉県市原市立姉崎小学校

2014年2月4日（火） 宮城県仙台市立袋原小学校(体育館) 仙台市消費生活センター

2014年2月4日（火） 青森県弘前市東目屋中学校(体育館) 青森県弘前市東目屋中学校

2014年2月4日（火） 香川県さぬき市立造田小学校(教室) 香川県さぬき市立造田小学校

2014年2月5日（水） 三重県三重県立稲生高等学校(体育館) 三重県立稲生高等学校

2014年2月5日（水） 宮城県仙台市立秋保中学校　視聴覚室(その他) 宮城県仙台市立秋保中学校

2014年2月5日（水） 北海道帯広市立帯広第七中学校(教室) 大正地区青少年健全育成協議会

2014年2月5日（水） 福島県福島県立修明高等学校　鮫川校　視聴覚室(その他) 福島県立修明高等学校　鮫川校

2014年2月5日（水） 茨城県牛久市立牛久第三中学校(体育館) 茨城県牛久市立牛久第三中学校

2014年2月6日（木） 埼玉県秩父市立荒川中学校　(体育館) 埼玉県秩父市立荒川中学校　

2014年2月6日（木） 茨城県水戸市立下大野小学校(教室) 茨城県水戸市立下大野小学校

2014年2月6日（木） 兵庫県神戸市立多聞台小学校(その他) 兵庫県神戸市立多聞台小学校

2014年2月6日（木） 栃木県鹿沼市東大芦コミュニティセンター(その他) 栃木県東大芦地区青少年育成市民会議

2014年2月6日（木） 東京都八王子市七国小学校(体育館) 東京都八王子市七国小学校

2014年2月6日（木） 神奈川県川崎市立聾学校　ランチルーム(その他) 神奈川県川崎市立聾学校

2014年2月6日（木） 宮城県仙台市立湯元小学校(教室) 宮城県仙台市立湯元小学校

2014年2月7日（金） 埼玉県秩父市立尾田蒔中学校(体育館) 埼玉県秩父市立尾田蒔中学校

2014年2月7日（金） 徳島県北島町立北島南小学校(教室) 徳島県北島町立北島南小学校

2014年2月7日（金） 石川県ANAクラウンプラザホテル(その他) 金沢市PTA協議会

2014年2月7日（金） 愛知県半田市立亀崎中学校(体育館) 愛知県半田市立亀崎中学校

2014年2月7日（金） 岩手県久慈市立夏井小学校(その他) 岩手県久慈市立夏井小学校

2014年2月7日（金） 広島県庄原市立東小学校　会議室(その他) 広島県庄原市立東小学校

2014年2月7日（金） 新潟県聖籠町立聖籠中学校(その他) 新潟県聖籠町PTA連絡協議会

2014年2月7日（金） 広島県呉市立長迫小学校(教室) 広島県呉市立長迫小学校

2014年2月7日（金） 福島県会津若松市立城北小学校　会議室(その他) 福島県会津若松市立城北小学校

2014年2月7日（金） 神奈川県函嶺白百合学園(その他) 神奈川県函嶺白百合学園小学校

2014年2月8日（土） 福井県永平寺町立吉野小学校(体育館) 福井県永平寺町立吉野小学校ＰＴＡ

2014年2月8日（土） 三重県明和町立明星小学校(その他) 三重県多気郡明和町立明星小学校

2014年2月8日（土） 三重県四日市市立三重北小学校　開放教室(その他) 三重県四日市市立三重北小学校

2014年2月8日（土） 熊本県熊本ホテルキャッスル(その他) 熊本県私立中学高等学校保護者会

2014年2月9日（日） 福井県福井県生活学習館（ユー・アイふくい）(その他) 福井県生涯学習センター

2014年2月10日（月） 愛知県愛知県立豊明高等学校(体育館) 愛知県立豊明高等学校

2014年2月10日（月） 秋田県北秋田市立鷹巣小学校(教室) 秋田県北秋田市立鷹巣小学校

2014年2月10日（月） 愛媛県新居浜市立垣生小学校(体育館) 愛媛県新居浜市立垣生小学校

2014年2月10日（月） 群馬県渋川市立伊香保中学校(教室) 群馬県渋川市立伊香保中学校

2014年2月12日（水） 山形県河北町立溝延小学校(その他) 山形県河北町立溝延小学校

2014年2月12日（水） 愛媛県新居浜市役所　5階　大会議室(その他) 愛媛県新居浜市教育委員会

2014年2月12日（水） 福井県敦賀市立粟野小学校(教室) 福井県敦賀市立粟野小学校

2014年2月12日（水） 沖縄県国頭村立国頭中学校(体育館) 沖縄県国頭村立国頭中学校

2014年2月12日（水） 沖縄県大平特別支援学校　多目的ホール(その他) 沖縄県特別支援学校情報研究会

2014年2月12日（水） 宮城県仙台市立愛子小学校(体育館) 仙台市消費生活センター

2014年2月12日（水） 香川県丸亀市立城北小学校　図書室(その他) 香川県丸亀市立城北小学校

2014年2月13日（木） 東京都跡見学園中学校高等学校　跡見李子記念講堂(その他) 跡見学園中学校

2014年2月13日（木） 岐阜県岐阜市立加納中学校(その他) 岐阜県岐阜市立加納中学校

2014年2月13日（木） 埼玉県上尾市立上平北小学校(教室) 埼玉県上尾市立上平北小学校

2014年2月13日（木） 千葉県市原市立市西小学校(体育館) 千葉県市原市立市西小学校

2014年2月13日（木） 静岡県河津町立河津中学校(体育館) 静岡県河津町立河津中学校

2014年2月13日（木） 群馬県渋川市立渋川北中学校(体育館) 群馬県渋川市立渋川北中学校

2014年2月13日（木） 愛知県豊明市立双峰小学校　クリックランド（パソコン教室）(その他) 愛知県豊明市立双峰小学校

2014年2月14日（金） 和歌山県由良町立由良小学校(体育館) 和歌山県由良町立由良小学校　育友会

2014年2月14日（金） 千葉県市原市立辰巳台西小学校(体育館) 千葉県市原市立辰巳台西小学校

2014年2月14日（金） 埼玉県小鹿野町立三田川中学校(体育館) 埼玉県小鹿野町立三田川中学校

2014年2月14日（金） 鹿児島県徳之島町立亀津小学校(体育館) 鹿児島県徳之島町立亀津小学校
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2014年2月14日（金） 石川県金沢錦丘中学校視聴覚室（ホール形式）(その他) 石川県立金沢錦丘中学校

2014年2月14日（金） 石川県羽咋市立余喜小学校　食堂(その他) 石川県羽咋市立余喜小学校　

2014年2月14日（金） 山形県新庄神室産業高等学校(教室) 山形県立新庄神室産業高等学校

2014年2月14日（金） 秋田県秋田市立飯島中学校(その他) 秋田県秋田市立飯島中学校

2014年2月14日（金） 香川県三豊市立和光中学校(教室) 香川県三豊市立和光中学校

2014年2月14日（金） 富山県南砺市立井波小学校(その他) 富山県南砺市立井波小学校　父母と教師の会（ＰＴＡ）

2014年2月14日（金） 富山県富山市立柳町小学校(教室) 富山県富山市立柳町小学校

2014年2月14日（金） 埼玉県深谷市立川本北小学校(体育館) 埼玉県深谷市立川本北小学校

2014年2月15日（土） 東京都葛飾区立道上小学校(体育館) 東京都葛飾区立道上小学校

2014年2月15日（土） 東京都三鷹市立第五小学校(体育館) 三鷹の森学園三鷹市立第五小学校

2014年2月15日（土） 富山県富山市立杉原小学校(体育館) 富山県富山市立杉原小学校

2014年2月15日（土） 奈良県奈良学園登美ヶ丘中学高等学校(その他) 奈良学園登美ヶ丘中学高等学校

2014年2月15日（土） 富山県富山市立奥田北小学校(その他) 富山県富山市立奥田北小学校PTA

2014年2月15日（土） 岡山県岡山市立福田小学校(体育館) 岡山県岡山市立福田小学校

2014年2月15日（土） 岐阜県中津川市立福岡小学校(体育館) 岐阜県中津川市立福岡小学校

2014年2月15日（土） 愛知県同朋大学１２Ｆホール(その他) 同朋大学

2014年2月15日（土） 富山県富山市立奥田小学校(体育館) 富山県富山市立奥田小学校

2014年2月15日（土） 富山県富山市立藤ノ木小学校(その他) 富山県富山市立藤ノ木小学校

2014年2月15日（土） 富山県砺波市立砺波南部小学校(その他) 富山県砺波市立砺波南部小学校

2014年2月16日（日） 佐賀県大坪公民館(教室) 佐賀県　大坪公民館

2014年2月16日（日） 兵庫県神戸市西区民センター　なでしこホール(その他) 兵庫県西神中央すこやかタウン協議会

2014年2月17日（月） 宮城県仙台市立南中山中学校(体育館) 宮城県仙台市立南中山中学校

2014年2月17日（月） 埼玉県越谷市立東中学校(体育館) 増林地区センター・公民館

2014年2月17日（月） 埼玉県越谷市立北陽中学校（多目的ホール）() 越谷市教育委員会　生涯学習課

2014年2月17日（月） 埼玉県越谷市立南中学校(体育館) 蒲生地区センター・公民館

2014年2月17日（月） 埼玉県越谷市立栄進中学校(体育館) 栄進中学校／大沢地区センター・公民館

2014年2月17日（月） 埼玉県越谷市立西中学校(体育館) 荻島地区センター・公民館

2014年2月17日（月） 埼玉県越谷市立北中学校(体育館) 越谷市教育委員会 生涯学習課

2014年2月17日（月） 埼玉県越谷市立光陽中学校(体育館) 川柳地区センター・公民館

2014年2月18日（火） 兵庫県尼崎市立園田東小学校(教室) 兵庫県尼崎市立園田東小学校

2014年2月18日（火） 滋賀県滋賀県立石山高校　湖声ホール() 北大路ブロック人権教育研究会

2014年2月18日（火） 愛知県知立市立知立西小学校(体育館) 愛知県知立市立知立西小学校

2014年2月18日（火） 愛知県東海市立三ツ池小学校　コンピューター室(その他) 愛知県東海市立三ツ池小学校

2014年2月19日（水） 熊本県玉名市民会館（別館）(その他) 熊本県玉名学校　保健会養護部会

2014年2月19日（水） 栃木県岩舟町立小野寺北小学校(教室) 栃木県岩舟町小野寺北小学校

2014年2月19日（水） 群馬県渋川市立津久田小学校(体育館) 群馬県渋川市立津久田小学校

2014年2月19日（水） 愛知県豊明市立大宮小学校(体育館) 愛知県豊明市立大宮小学校

2014年2月19日（水） 茨城県守谷市立大井沢小学校 (体育館) 茨城県守谷市立大井沢小学校 

2014年2月19日（水） 茨城県つくば市立東小学校(体育館) 茨城県つくば市立東小学校

2014年2月20日（木） 福岡県直方市立植木小学校　統合教室(その他) 福岡県直方市立植木小学校　

2014年2月20日（木） 静岡県熱海市立第一小学校(その他) 静岡県熱海市立第一小学校

2014年2月20日（木） 福島県福島県立磐城桜が丘高等学校(体育館) 福島県立磐城桜が丘高等学校

2014年2月20日（木） 島根県出雲市立高浜小学校(その他) 島根県出雲市立高浜小学校

2014年2月21日（金） 岐阜県中津川市立下野小学校(教室) 岐阜県中津川市立下野小学校

2014年2月21日（金） 栃木県鹿沼市立上粕尾小学校(その他) 栃木県鹿沼市立上粕尾小学校

2014年2月21日（金） 埼玉県上尾市立上平中学校(体育館) 埼玉県上尾市立上平中学校

2014年2月21日（金） 茨城県結城市立江川南小学校(教室) 茨城県結城市立江川南小学校

2014年2月21日（金） 大阪府大阪府立生野聴覚支援学校(その他) 大阪府立生野聴覚支援学校

2014年2月21日（金） 埼玉県和光市立第三小学校　多目的室() 埼玉県和光市立第三小学校

2014年2月21日（金） 愛媛県松山市立高浜小学校(教室) 愛媛県松山市立高浜小学校

2014年2月21日（金） 福井県丹生郡越前町立朝日小学校(体育館) 福井県越前町立朝日小学校

2014年2月22日（土） 岡山県浅口市健康福祉センター（小ホール）(その他) 浅口市青少年育成活動協議会

2014年2月22日（土） 滋賀県彦根市立稲枝北小学校(体育館) 滋賀県彦根市立稲枝北小学校PTA

2014年2月22日（土） 福島県棚倉町立山岡小学校(体育館) 福島県棚倉町立山岡小学校

2014年2月23日（日） 北海道浦河町ふれあい会館(その他) 浦河町東町自治会員

2014年2月25日（火） 愛知県名古屋法務局　11階大会議室(その他) 愛知県名古屋法務局人権擁護部

2014年2月25日（火） 千葉県館山市立西岬小学校(教室) 千葉県館山市立西岬小学校  
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2014年2月25日（火） 神奈川県横浜市立池上小学校(体育館) 神奈川県横浜市立池上小学校

2014年2月25日（火） 岐阜県中津川市立坂下小学校(その他) 岐阜県中津川市立坂下小学校

2014年2月26日（水） 香川県高松市立新番丁小学校(体育館) 香川県高松市立新番丁小学校

2014年2月26日（水） 静岡県浜松市立北浜東小学校(教室) 静岡県浜松市立北浜東小学校

2014年2月26日（水） 愛知県安城市立里町小学校(体育館) 愛知県安城市立里町小学校

2014年2月26日（水） 千葉県茂原市立豊岡小学校(教室) 千葉県茂原市立豊岡小学校

2014年2月27日（木） 鹿児島県枕崎市立別府小学校(教室) 鹿児島県枕崎市立別府小学校

2014年2月27日（木） 神奈川県横浜市立能見台南小学校(体育館) 横浜市立能見台南小学校

2014年2月28日（金） 島根県江津清和養護学校(その他) 島根県立江津清和養護学校

2014年2月28日（金） 長野県飯田市立三穂小学校　会議室(その他) 長野県飯田市立三穂小学校

2014年2月28日（金） 福島県塙町立笹原小学校(教室) 福島県塙町立笹原小学校

注：同一日に同一会場で複数の講座を開催する場合もあります。
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