
平成29年９月１日現在

公開対象
①制限あり
②制限なし

北海道

7月27日（木）・28日（金） 札幌市立和光小学校
（札幌市北区北34条西7丁目3-2） ② 7月20日（木）

8月17日（木） 北海道教育大学附属札幌小学校
（札幌市北区あいの里5条3丁目1-10） ② 8月10日（木）

東北

青森県 8月22日（火）・23日（水）
五戸町立切谷内小学校
（青森県三戸郡五戸町切谷内字高田川原
24−1）

① ７月21日(金) タイムソフト（同） tpgm@timesoft.jp 0179-32-4347 古田 http://www.timesoft.jp/

関東

茨城県 7月21日（金）・24日（月）～
27日（木）

龍ケ崎市立龍ケ崎小学校
（茨城県龍ケ崎市田町3316） ① 7月14日（金） （同）デジタルポケット info@viscuit.com ― 渡辺 特になし

栃木県 8月4日（金）・5日（土）
キッズピアあしかが
（栃木県足利市朝倉町2-21-16  ヨークタウ
ン足利2階）

① 7月28日（月） （同）デジタルポケット info@viscuit.com ― 渡辺 特になし

8月21日（月）・22日（火） 川崎市立古川小学校
（川崎市幸区古川町70番地） ① 8月14日（月） （同）デジタルポケット info@viscuit.com ― 渡辺 特になし

8月23日（水）・24日（木） 横須賀市立田浦小学校
（神奈川県横須賀市田浦町3丁目55） ② 8月16日（水） （一社）みんなのコード info@code.or.jp 03-4540-2464 二宮

信越

新潟県 9月16日（土）・
10月28日（土）

田上町立羽毛田小学校
（新潟県南蒲原郡田上町大字羽生田乙
555番地）

9月16日：②
10月28日：① 9月8日（金） （一社）みんなのコード info@code.or.jp 03-4540-2464 二宮

8月1日（火）・2日（水）・
4日（金）

天龍村文化センター（なんでも館） 
（長野県下伊那郡天龍村平岡1234−2）
※変更の可能性あり

② 7月24日(月)

8月7日（月）～9日（水） 信濃町公民館 古間支館
（長野県上水内郡信濃町古間765−1） ② 7月24日（月）

8月17日（木）~19日（土） 飯田市立鼎中学校
（飯田市鼎上山2582） ② 8月9日（水）

8月28日（月）・
29日（火）・31日（木）・
9月1日（金）

飯田市立緑ヶ丘中学校
（長野県飯田市毛賀426）

②
※９月1日のみ① 8月9日（水）

https://www.futurecraft.jp（株）アソビズム edu-
info@futurecraft.jp 依田

026-238-6780
（未来工作ゼミ事務
局）

三原 https://sachool.jp/staff-
blog/soumu-programming/1203/

タイムソフト（同）白河市立表郷小学校
（福島県白河市表郷金山字瀬戸原108） tpgm@timesoft.jp 0179-32-4347 古田 http://www.timesoft.jp/

① お問い合わせください

三原 https://sachool.jp/staff-
blog/soumu-programming/1203/仙台市立将監小学校

（仙台市泉区将監3丁目10-1）8月23日（水）・24日（木） ① お問い合わせください

都道府県 参照WEBサイト実施団体名日時 問合せ先・申込み先 問合せ電話番号 担当者名

10月7日（土）・14日（土）・
15日（日）・28日（土） ②

お問い合わせください

長野県

①

岩手県

9月16日（土） ① ８月18日(金)

講座実施の3日前

ブロック

info@sachool.jp 022-797-2423

山形県

福島県

（株）サックル8月29日（火）・
9月13日（水）・27日（水）

米沢市立松川小学校
（山形県米沢市通町４丁目10-15） info@sachool.jp 022-797-2423

（株）サックル

遠野みらい創りカレッジ
（岩手県遠野市土淵町土淵4-21-6）

７月26日（水）・
８月８日（火）・９日（水）

聖ドミニコ学院小学校
（仙台市青葉区角五郎2-2-14）

第２次補正予算　若年層に対するプログラミング教育の普及推進実証事業　公開講座の日程

申込み締切日
（予定）

場所
（住所）

神奈川県

北海道 （一社）みんなのコード info@code.or.jp 03-4540-2464 二宮 　

kurokawa@ca-
techkids.com 03-5459-0212 黒川（株）CA Tech Kids

宮城県

mailto:info@code.or.jp
mailto:info@code.or.jp
https://www.futurecraft.jp/
mailto:edu-info@futurecraft.jp
mailto:edu-info@futurecraft.jp
mailto:info@code.or.jp


北陸

福井県 8月7日（月） 鯖江市立神明小学校
（福井県鯖江市水落町４丁目13-23） ① 7月13日（木） （株）ナチュラルスタイル hello@pcn.club 0776-58-3380 橋本

東海

7月29日（土） 静岡大学教育学部附属浜松小学校
（浜松市中区布橋３丁目2-1） ① 7月27日（木） （株）Ｚ会 tokunaga@zkai.co.jp ― 徳永

8月1日（火）・2日（水） 長泉町立長泉小学校
（静岡県駿東郡長泉町中土狩872-2） ① 7月25日（金） （同）デジタルポケット info@viscuit.com ― 渡辺 特になし

9月28日（木）・29日（金） 静岡大附属静岡小学校
（静岡市葵区駿府町1-94）

①
※保護者の方は
対象外

講座実施の1週間前
まで （株）チアリー

info@star-
programming-
school.com

03-6380-4123
（スタープログラミングス
クール）

川島 　

10月24日（火）・26日（木） 西伊豆町立賀茂小学校
（静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須836-2） ① 実施日2日前まで （株）Ｚ会 tokunaga@zkai.co.jp ― 徳永

9月7日（木）・14日（木）・
21日（木）・10月5日（木）・
19日（木）

豊橋市立大清水小学校
（愛知県豊橋市南大清水町元町78） ② 8月31日（木）

10月26日（木）・
11月2日（木）・9日（木）・
16日（木）・30日（木）

豊橋市立植田小学校
（愛知県豊橋市植田町字池堀田15）

②
※11月30日のみ
①

10月19日（木）

8月26日（土） ハイトピア伊賀
（三重県伊賀市上野丸之内500） ①

10月23日（月）・28日（土）
南伊勢町立南勢小学校
（三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦3755-
4）

①

11月5日（日）
※文化祭の1コーナーとして開催

亀山市立神辺小学校
（三重県亀山市太岡寺町1310） ①

11月23日（祝・木） 伊勢市立厚生小学校
（三重県伊勢市一志町1-4） ①

近畿

滋賀県 9月16日（土）・30日（土） 滋賀大学教育学部附属小学校
（滋賀県大津市昭和町10-3）

①
※保護者の方は
対象外

講座実施の1週間前
まで （株）チアリー

info@star-
programming-
school.com

03-6380-4123
（スタープログラミングス
クール）

川島 　

京都府 8月28日（月）・30日（水） 東山中学校
（京都市左京区永観堂町51）

28日：②
30日：①

講座実施の1週間前
まで （株）テックプログレス info@tech-

progress.net 089-906-8100 重松

8月10日（木） 堺市立白鷺小学校
（堺市東区白鷺町２丁目8-1） ① 8月5日（土）

8月21日（月） 堺市立安井小学校
（大阪府堺市堺区南安井町４丁１−５） ① 8月8日（火）

兵庫県 8月2日（水）・4日（金） ナブテスコ甲南工場
（神戸市東灘区魚崎浜町35） ① ７月25日（火） （株）学研エデュケーショ

ナル
t.maehara@gakken.
co.jp

03-6431-1337
（STEAM制作課） 前原

中国

島根県 7月27日（木） 松江市立城北小学校
（島根県松江市東奥谷町229） ① お問い合わせください 松江市 ruby@city.matsue.lg

.jp

0852-60-7101
（松江市産業経済部
まつえ産業支援セン
ター）

本田 　

広島県 7月25日（火）・26日（水） 広島市立鈴が峰小学校
（広島市西区鈴が峰町36-2） ② 講座実施の1週間前

まで （株）テックプログレス info@tech-
progress.net 089-906-8100 重松

四国

徳島県 9月2日（土）
東みよし町役場（三加茂庁舎）2F 多目的
ホール
（徳島県三好郡東みよし町加茂3360番地）

① お問い合わせください 日本マイクロソフト（株） mskkeduinfo@micro
soft.com －

パブリックセクター統
括本部文教本部
原田

愛媛県 8月3日(木)・4日（金） 新田青雲中等教育学校
（愛媛県松山市山西町600-1） ② 講座実施の1週間前

まで （株）テックプログレス info@tech-
progress.net 089-906-8100 重松

高知県 10月27日（金） 土佐市立宇佐小学校
（高知県土佐市宇佐町宇佐1133） ① お問い合わせください 日本マイクロソフト（株） mskkeduinfo@micro

soft.com －
パブリックセクター統
括本部文教本部
原田

向井 http://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU
/HP/index.shtm三重県教育委員会

報道・教育委員会・自
治体関係者は、開催
日1週間前までに申し
込みが必要です

pgm@mpec.jp 059-226-3659

http://www.city.toyohashi.lg.jp/32
007.htm

ジャパン・トゥエンティワン
（株）

shogaigakushu@city.
toyohashi.lg.jp
（豊橋市教育委員会生
涯学習課）

0532-51-2845
（豊橋市教育委員会
生涯学習課）

豊橋市教育委員会
生涯学習課
伊藤

夢見る（株） doneship@youmemir
u.co.jp

072-258-8111 太田

静岡県

愛知県

三重県

大阪府
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九州

福岡県 9月9日（土） 柳川市立柳河小学校
（福岡県柳川市恵美須町28） ① ８月３１日（木）

特非）
日本ソーシャルスクール協
会

info@socialschool.or.
jp

092-292-6747 濱川 http://www.socialschool.or.jp/new
s_det.php?sn=8

佐賀県 11月25日（土）
武雄市中央公民館
（佐賀県武雄市武雄町大字武雄5538-
1）

① １０月３０日（月）
特非）
日本ソーシャルスクール協
会

info@socialschool.or.
jp

092-292-6747 濱川 http://www.socialschool.or.jp/new
s_det.php?sn=8

長崎県 10月19日（木） 島原市立第五小学校
（長崎県島原市大下町1049） ② お問い合わせください （株）ロジコモン oomachi@logicomm

on.co.jp 093-884-3251 大町 http://www.logicommon.co.jp/

大分県 10月16日（月） 大分市立明野北小学校
（大分市明野北４丁目10-1） ① お問い合わせください （株）ロジコモン oomachi@logicomm

on.co.jp 093-884-3251 大町 http://www.logicommon.co.jp/

鹿児島県
7月22日（土）・23日（日）・
29日（土）・30日（日）・
8月5日（土）

コワーキングスペースみらい創りラボいのかわ
（鹿児島県大島郡徳之島町井之川223-
2）

②
※8月5日のみ① 講座実施の3日前 （株）CA Tech Kids kurokawa@ca-

techkids.com 03-5459-0212 黒川 　

沖縄

沖縄県 11月5日（日） 宮古島市立下地中学校
（沖縄県宮古島市下地洲鎌250） ① 申し込みサイトをご確

認ください （株）リチャージ
https://www.rechar
ge.co.jp/index.php/c
ontact/index

0980-79-5747 村田 http://www.recharge.co.jp/progra
mming.html

※問合せ先、申込み先、問合せ電話番号、担当者名は、特に記載のない限り、実施団体のものです。
※講座の実施時間や見学可能人数は会場によって異なりますのでお問い合わせください。
※公開範囲について「①制限あり」となっている会場については、以下の方が公開の対象となります。
○報道　○教育委員会・自治体関係者　○教職員　○参加児童・生徒の保護者

※訪問の際は必ず事前に申し込みをしてください。申し込みなしで会場に行っても見学できない場合がございます。申込み締切日前であっても、定員に達し次第締切となります。
※メールでのお問い合わせの際は、タイトルを「【プログラミング教育講座】○月○日見学（または取材）希望」としてください。お電話でのお問い合わせの際にも、プログラミング教育講座の見学についてとお伝えください。
※施設内で団体の許可のない写真・動画の撮影はご遠慮ください。
※会場へは原則として公共交通機関での来場をお願いいたします。

http://www.logicommon.co.jp/
http://www.logicommon.co.jp/
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