
別添２

1 ｅ－ネット安心講座 1月21日(土) 大阪府　岸和田市立桜台中学校
大阪府 岸和田市立桜台中学校PTA
ひだまり家庭教育学級共催

2 ｅ－ネット安心講座 1月21日(土) 東京都　小金井市立小金井第一小学校 東京都　小金井市立小金井第一小学校

3 ｅ－ネット安心講座 1月21日(土) 山形県　鶴岡市立加茂小学校　音楽室 山形県鶴岡市立加茂小学校

4 ｅ－ネット安心講座 1月22日(日) 東京都　東京都大田区立池上小学校体育館 大田区立池上小学校

5 ｅ－ネット安心講座 1月23日(月) 静岡県　袋井市立袋井中学校 静岡県 袋井市立袋井中学校

6 ｅ－ネット安心講座 1月23日(月) 秋田県　横手市立雄物川中学校 秋田県 横手市立雄物川中学校

7 ｅ－ネット安心講座 1月23日(月) 北海道　河東郡士幌町総合研修センター 北海道河東郡士幌町青少年健全育成協議会

8 ｅ－ネット安心講座 1月24日(火) 宮城県　仙台市立秋保中学校 宮城県 仙台市立秋保中学校

9 ｅ－ネット安心講座 1月24日(火) 千葉県　いすみ市立中川小学校 千葉県 いすみ市立中川小学校

10 ｅ－ネット安心講座 1月24日(火) 大阪府　松原市立松原小学校 松原小学校ＰＴＡ

11 ｅ－ネット安心講座 1月24日(火) 秋田県　大館国際情報学院(メディアホール） 秋田県立大館国際情報学院 中学校

12 ｅ－ネット安心講座 1月24日(火) 石川県　穴水町立 向洋小学校 3F 6年教室 穴水町立 向洋小学校

13 ｅ－ネット安心講座 1月25日(水) 岐阜県　群上市立大和西小学校 岐阜県 郡上市大和西小学校

14 ｅ－ネット安心講座 1月25日(水) 青森県　八戸市立吹上小学校 八戸市立吹上小学校

15 ｅ－ネット安心講座 1月26日(木) 埼玉県　北本市立石戸小学校 埼玉県 北本市立石戸小学校

16 ｅ－ネット安心講座 1月26日(木) 岡山県　吉備中央町立御北小学校(5・6年教室、図書室） 岡山県 吉備中央町立御北小学校

17 ｅ－ネット安心講座 1月26日(木) 沖縄県　那覇第一地方合同庁舎　１階共用大会議室
那覇地方法務局人権擁護課
沖縄県人権擁護委員連合会

18 ｅ－ネット安心講座 1月26日(木) 東京都　東京学芸大学付属小金井小学校 東京学芸大学付属小金井小学校

19 ｅ－ネット安心講座 1月27日(金) 大阪府　門真市立東小学校 門真市立東小学校

20 ｅ－ネット安心講座 1月27日(金) 東京都　日の出町立本宿小学校 東京都 日の出町立本宿小学校

21 ｅ－ネット安心講座 1月27日(金) 青森県　むつ市立大湊中学校 青森県 むつ市立大湊中学校

22 ｅ－ネット安心講座 1月27日(金) 静岡県　焼津市立和田小学校 静岡県 焼津市立和田小学校

23 ｅ－ネット安心講座 1月27日(金) 東京都　東京学芸大学付属小金井小学校 東京学芸大学付属小金井小学校

24 ｅ－ネット安心講座 1月28日(土) 東京都　目黒区立油面小学校（視聴覚室） 東京都 目黒区立油面小学校

25 ｅ－ネット安心講座 1月30日(月) 愛知県　西尾市立西尾小学校 愛知県 西尾市立西尾小学校

26 ｅ－ネット安心講座 1月30日(月) 広島県　廿日市市役所 廿日市市教育委員会

27 ｅ－ネット安心講座 1月31日(火) 静岡県　藤枝市立高洲南小学校 静岡県 藤枝市立高洲南小学校

28 ｅ－ネット安心講座 2月1日(水) 北海道　苫小牧市立苫小牧西小学校 北海道　苫小牧市立苫小牧西小学校

29 ｅ－ネット安心講座 2月1日(水) 岐阜県　関ヶ原町立今須小中学校 岐阜県 関ヶ原町立今須小中学校

30 ｅ－ネット安心講座 2月1日(水) 島根県　浜田市立原井小学校 島根県 浜田市立原井小学校

31 ｅ－ネット安心講座 2月3日(金) 北海道　ニセコ町立ニセコ中学校体育館 ニセコ町立ニセコ中学校

32 ｅ－ネット安心講座 2月3日(金) 福井県　敦賀市立粟野小学校 敦賀市立粟野小学校

33 ｅ－ネット安心講座 2月3日(金) 島根県　津和野町立日原小学校 津和野町立日原小学校

34 ｅ－ネット安心講座 2月4日(土) 東京都　板橋区立板橋第一中学校　ランチルーム 板橋第一中学校PTA

35 ｅ－ネット安心講座 2月6日(月) 東京都　東京学芸大学附属小金井小学校　第二食堂 東京学芸大学附属小金井小学校　６年生

36 ｅ－ネット安心講座 2月7日(火) 東京都　品川区立教育センター 品川区教育委員会

37 ｅ－ネット安心講座 2月9日(木) 神奈川県　相模原市立津久井中央小学校（多目的室） 神奈川県　相模原市立津久井中央小学校

38 ｅ－ネット安心講座 2月9日(木) 東京都　稲城市立稲城第六小学校 東京都 稲城市立稲城第六小学校
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39 ｅ－ネット安心講座 2月9日(木) 長野県　茅野市立金沢小学校 茅野市立金沢小学校5，6学年

40 ｅ－ネット安心講座 2月10日(金) 佐賀県　嬉野市立轟小学校（音楽室） 佐賀県 青少年育成県民会議

41 ｅ－ネット安心講座 2月10日(金) 宮城県　エルパーク仙台5階セミナーホール みやぎ生協　メンバー（組合員）

42 ｅ－ネット安心講座 2月10日(金) 愛知県　瀬戸市立幡山東小学校 愛知県 瀬戸市立幡山東小学校

43 ｅ－ネット安心講座 2月10日(金) 新潟県　三条市立旭小学校 新潟県三条市立旭小学校

44 ｅ－ネット安心講座 2月11日(土) 東京都　都立府中西高等学校 東京都立府中西高等学校 PTA

45 ｅ－ネット安心講座 2月14日(火) 北海道　函館市立赤川中学校 北海道 函館市立赤川中学校

46 ｅ－ネット安心講座 2月14日(火) 石川県　ホテル金沢　4階　風の間 北陸携帯電話販売店協会

47 ｅ－ネット安心講座 2月15日(水) 広島県　東広島市立竹仁小学校 講堂 東広島市立竹仁小学校

48 ｅ－ネット安心講座 2月15日(水) 滋賀県　長浜市立富永小学校 長浜市立富永小学校

49 ｅ－ネット安心講座 2月15日(水) 島根県　津和野町立木部中学校 津和野町立木部旧学校

50 ｅ－ネット安心講座 2月16日(木) 新潟県　燕市立吉田小学校 燕市立吉田小学校　第５学年

51 ｅ－ネット安心講座 2月17日(金) 岡山県　岡山市立福田小学校 岡山市立福田小学校

52 ｅ－ネット安心講座 2月21日(火) 神奈川県　王禅寺中央小学校 王禅寺中央小学校PTA

53 ｅ－ネット安心講座 2月22日(水) 東京都　光塩女子学院中・高等科3号館ホール 光塩女子学院中等科1年生・2年生

54 ｅ－ネット安心講座 2月22日(水) 三重県　東員町立三和小学校　多目的ルーム 三重県東員町教育委員会学校教育課

55 ｅ－ネット安心講座 2月23日(木) 島根県　益田市立益田中学校　柔剣道場 島根県益田市立益田中学校

56 ｅ－ネット安心講座 2月28日(火) 新潟県　新潟市立南浜小学校 新潟県 新潟市豊栄地区公民館

57 ｅ－ネット安心講座 3月2日(金) 東京都　杉並区立天沼中学校 東京都 杉並区立天沼中学校

58 ｅ－ネット安心講座 3月3日(土) 東京都　共立女子第二中学高等学校　大講義室 共立女子第二中学校３年生

59 ｅ－ネット安心講座 3月4日(日) 東京都　共立女子第二中学高等学校　大講義室 共立女子第二高等学校
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