
地　区 市町名 推　進　校　名 実　　　　　施　　　　　期　　　　　日

狩場台小学校 11月24日（水）～27日（土）

菅の台小学校 11月24日（水）～26日（金）

港島中学校 11月15日（月）～22日（月）

鷹取中学校 11月15日（月）～20日（土）

神戸 神戸市



地　区 市町名 推　進　校　名 実　　　　　施　　　　　期　　　　　日

立花北小学校 11月15日（月）～20日（土）

七松小学校 11月29日（月）～12月3日（金）

立花中学校 11月8日（月）～12日（金）

大庄西中学校 11月16日（火）～20日（土）

西宮浜小学校 10月12日（金）～15日（月）

大社小学校 5月11日（火）、7月5日（月）～8日（木）、10月6日（水）・7日（木）、1月17日（月）

上甲子園中学校 9月6日（月）～10日（金）、11月1日（月）～5日（金）

真砂中学校 11月15日（月）～19日（金）

朝日ヶ丘小学校 9月15日（水）、10月15日（金）、10月25日（月）～29日（金）

潮見小学校 10月25日（月）～29日（金）

潮見中学校 10月29日（金）～11月2日（火）

阪神南

尼崎市

西宮市

芦屋市



地　区 市町名 推　進　校　名 実　　　　　施　　　　　期　　　　　日

天神川小学校 5月7日（金）、11月15日（月）、2月16日（水）

池尻小学校 5月.31日(月)、7月24(土)日、8月26日(木)、9月9日(木)、10月13日(水)・14日(木)、10月29日(金)、12月13日
(月)、12月17日(金)、1月28日(金)、2月は未定

荒牧中学校 10月21日（木）、10月29日（金）、11月5日（金）、11月20日（土）、12月14日（火）

松崎中学校 10月18日（月）～22日（金）、10月29日（金）

光明小学校 11月22日（月）、24日（水）～26日（金）、29日（月）

高司小学校 11月20日（土）、30日（火）、12月6日（月）、2月4日（金）、18（金）

宝塚中学校 12月13日（月）～17日（金）

山手台中学校 12月15日（水）～17日（金）、20日（月）、21日（火）

川西北小学校 9月8日（水）、9月25日（土）、11月20日（土）、12月2日（木）～12月7日（火）、1月29日（土）、1月30日（日）

桜が丘小学校 11月10日（水）、12月1日（水）～4日（土）、1月20日（木）、2月18日（金）、2月25日（金）

川西中学校 9月6日（月）～7日（火）、10月12日（火）～15日（金）、11月24日（水）～26日（金）、1月13日（木）～14日
（金）

清和台中学校 6月17日（木）～18日（金）、11月16日（火）～17日（水）、12月24日（金）、2月10日（木）、2月17日（木）、3月
3日（木）

ゆりのき台小学校 11月6日（土）、1月27日（木）～29日（土）

つつじが丘小学校 9月18日（水）、12月3日（金）

けやき台中学校 9月19日（木）、11月3日（水）、1月

富士中学校 9月18日（水）、11月3日（水）　

白金小学校 10月21日（木)、10月22日（金）、11月12日（金）、11月26日（金）

猪名川中学校 10月4日 （月）・ 10月5日（火）

伊丹市

宝塚市

猪名川町

川西市

阪神北

三田市



地　区 市町名 推　進　校　名 実　　　　　施　　　　　期　　　　　日

大観小学校 12月2日（水）～3日（木）

二見西小学校 10月5日（火）～8日（金）

大久保北中学校 11月8日（月）～12日（金）

江井島中学校 11月1日（月）～5日（金）

別府西小学校 11月17日（水）～23日（火）

東神吉南小学校 11月8日（月）～12日（金）

志方中学校 10月25日（月）、30日（土）、11月23日（火）

氷丘中学校 11月24日（水）～27日（土）

米田小学校 10月21日（木）～23日（土）

中筋小学校 10月18日（月）～20日（水）

高砂中学校 11月22日(月)、24日（水）、25日(木)

竜山中学校 11月22日(月)、24日（水）、26日(金)

加古小学校 11月10日（水）～12日（金）

稲美中学校 11月10日（水）～12日（金）

播磨南小学校 1月下旬　1日間、2月上旬　2日間

播磨中学校 11月5日（金）、11月20日（土）

東播磨

播磨町

明石市

加古川市

高砂市

稲美町



地　区 市町名 推　進　校　名 実　　　　　施　　　　　期　　　　　日

日野小学校 11月25日（木）～27日（土）

芳田小学校 11月5日（金）、11月11日（木）、11月13日（土）

西脇東中学校 11月1日（月）～7日（日）

西脇南中学校 9月25日（土）、11月6日（土）～7日（日）

三樹小学校 10月30日（土）、11月2日（火）、11月4日（木）～5日（金）

別所小学校 11月17日（水）～19日（金）

三木東中学校 11月24日（木）～26日（金）

自由が丘中学校 10月27日（水）～29日（金）、11月1日（月）～2日（火）

小野東小学校 6月11日（金）、11月17日（水）～19日（金）、1月29日（土）

河合小学校 6月16日（水）・17日（木）

河合中学校 6月16日（水）・17日（木）

小野南中学校 11月1日（月）・2日（火）、11月4日（木）～6日（土）

北条小学校 10月25日（月）～29日（金）

北条東小学校 11月22日（月）、11月24日（水）～26日（金）

北条中学校 10月12日（火）～15日（金）

泉中学校 11月1日（月）・2日（火）、11月4日（木）・5日（金）

みなぎ台小学校 10月18日（月）～21日（木）

吉川中学校 11月24日（水）～26日（金）

鴨川小学校 7月20日（火）、9月19日（日）、10月23日（土）、11月27日（土）、1月15日（土）、3月5日（土）

社中学校 11月17日（木）～20日（土）

滝野東小学校 6月11日（金）、10月19日（火）～20日（水）、10月29日（金）、11月27日（土）、2月12日（土）

滝野中学校 7月17日（土）、11月11日（木）～12日（金）、学年オープン2日

東条東小学校 6月17日（木）、10月19日（火）、11月27日（土）、12月11日（土）、2月18日（金）

東条中学校 6月19日（土）、9月11日（土）、11月20日（土）、2月5日（土）

中町北小学校 11月8日（月）～12日（土）

中町中学校 11月8日（月）～12日（金）

松井小学校 11月1日（月）～4日（木）

加美中学校 11月7日（日）～11日（木）

八千代西小学校 11月11日（木）～13日（土）

八千代中学校 11月2日（火）、7日（日）、17日（水）～19日（金）

楠丘小学校 11月1日（月）～5日（金）

黒田庄中学校 11月1日（月）～5日（金）

北播磨

西脇市

三木市

小野市

東条町

加西市

吉川町

中町

加美町

八千代町

黒田庄町

社町

滝野町



地　区 市町名 推　進　校　名 実　　　　　施　　　　　期　　　　　日

網干西小学校 11月1日（月）～6日（土）

太市小学校 11月22日（月）～26日（金）

山陽中学校 11月8日（月）～12日（金）

夢前中学校 11月15日（月）～19日（金）

坊勢小学校 11月8日（月）～12日（金）

坊勢中学校 11月8日（月）～12日（金）

前之庄小学校 11月8日（月）～12日（金）

鹿谷中学校 11月8日（月）～12日（金）

粟賀小学校 11月8日（月）～22日（月）

神崎中学校 10月23日（土）～29日（金）

長谷小学校 11月5日（金）～10日（水）

大河内中学校 11月5日（金）～10日（水）

瀬加小学校 11月8日（月）～14日（日）

瀬加中学校 11月8日（月）～14日（日）

田原小学校 11月15日（月）～20日（土）

福崎西中学校 11月8日（月）～12日（金）

香呂南小学校 10月24日（日）～28日（木）

香寺中学校 11月22日（月）～26日（金）

中播磨

家島町

夢前町

神崎町

大河内町

市川町

姫路市

福崎町

香寺町



地　区 市町名 推　進　校　名 実　　　　　施　　　　　期　　　　　日

相生小学校 9月29日（水）、10月21日（木）、11月19日（金）～20日（土）、1月28日（金）

矢野小学校 6月17日（木）、9月10日（金）、11月26日（金）、2月6日（日）、2月25日（金）

那波中学校 6月22日（火）～24日（木）、10月23日（土）、2月17日（木）・18日（金）

双葉中学校 11月15日（月）～18日（木）、11月20日（土）

小宅小学校 11月1日（月）～5日（金）

誉田小学校 11月1日（月）～5日（金）

神岡小学校 11月1日（月）～5日（金）

龍野東中学校 11月1日（月）～5日（金）

塩屋小学校 11月22日（月）11月24日（水）～26日（金）

赤穂西小学校 11月18日（木）～20日（土）

赤穂中学校 11月8日（月）～10日（水）、11月12日（金）、11月17日（水）、11月19日（金）

赤穂西中学校 11月15日（月）～19日（金）

新宮小学校 11月16日（火）・18日（木）・19日（金）

新宮中学校 11月1日（月）・2日（火）・4日（木）～6日（土）

石海小学校 11月20日（土）～26日（金）

太子西中学校 11月15日（月）～19日（金）

神部小学校 2月に実施の予定

揖保川中学校 11月22日（月）～26日（金）

御津小学校 11月中に実施の予定

御津中学校 11月1日（月）～5日（金）

赤松小学校 1月17日（月）～21日（金）

上郡中学校 11月8日（月）～12日（土）

利神小学校 11月13日（土）、11月16日（火）～18日（木）、12月2日（木）・3日（金）

佐用中学校 6月24日（木）・25日（金）、11月8日（月）～12日（金）

上月小学校 9月9日（木）・10日（金）、11月22日（月）～26日（金）

上月中学校 7月9日（金）、11月22日（月）～26日（金）

中安小学校 11月24日（水）～26日（金）、2月23日（水）

上津中学校 11月8日（月）～12日（金）

三日月小学校 6月22日（火）、11月4日（木）～6日（土）

三日月中学校 9月19日（日）、11月7日（日）・10日（水）～12日（金）

戸原小学校 11月30日（火）～12月3日（金）

山崎南中学校 11月18日（木）～11月19日（金）

安富北小学校 11月15日（月）～19日（金）

安富中学校 10月21日（木）、11月10日（水）～12日（金）、12月末

三方小学校 11月22日（月）・24日（水）～26日（金）、28日（日）

一宮南中学校 11月15日（月）～19日（金）

波賀小学校 11月1日（月）～11月6日（土）

波賀中学校 11月23日（火）～11月27日（土）

千種南小学校 11月22日（月）～28日（日）

千種中学校 11月15日（月）～20日（金）

西播磨

相生市

龍野市

赤穂市

新宮町

太子町

揖保川町

御津町

上郡町

佐用町

上月町

南光町

三日月町

山崎町

安富町

一宮町

波賀町

千種町



地　区 市町名 推　進　校　名 実　　　　　施　　　　　期　　　　　日

豊岡小学校 11月15日（月）～18日（金）

三江小学校 11月1日（月）～5日（金）

豊岡南中学校 10月12日（火）～15日（金）

豊岡北中学校 11月1日（月）～5日（金）

広谷小学校 9月19日（日）、10月23日（土）、11月4日（木）～6日（土）、11月12日（金）

建屋小学校 11月17日（水）～20日（土）、2月上旬（2日間）

大屋小学校 11月8日（月）～11日（木）、2月上旬（2日間）

南谷小学校 11月8日（月）～11日（木）、2月上旬

大屋中学校 9月12日（日）、11月5日（金）～10日（水）

関宮中学校 11月8日（月）～14日（日）

八鹿中学校 9月9日（木）～12日（日）、11月13日（土）

青渓中学校 9月12日（日）、11月2日（火）～7日（日）、12月12日（日）

城崎町 城崎小学校 10月19日（火）、22日（金）、25日（月）、29日（金）

中竹野小学校 10月18日（月）～22日（金）

竹野中学校 10月18日（月）～22日（金）

香住町 香住第二中学校 11月13日（土）、11月16日（火）～19日（金）

三方小学校 11月1日（月）～6日（土）

日高西中学校 11月6日（土）、11月22日（月）～26日（金）

出石町 弘道小学校 11月27日（土）～12月4日（土）

但東町 但東中学校 11月4日（木）～7日（日）

兎塚小学校 11月1日（月）～6日（土）

兎塚中学校 11月1日（月）～7日（日）

温泉町 照来中学校 11月17日（水）～21日（日）

浜坂町 浜坂北小学校 11月8日（月）～12日（金）

和田山町 東河小学校 11月22日（月）～26日（金）、2月23日（水）

山東町 与布土小学校 11月15日（月）～19日（金）

朝来町 朝来中学校 11月1日（月）～6日（土）

生野町 生野中学校 11月15日（月）～19日（金）

但馬

豊岡市

養父市

竹野町

日高町

村岡町



地　区 市町名 推　進　校　名 実　　　　　施　　　　　期　　　　　日

西紀小学校 9月18日（土）、11月13日（土）、11月18日（木）、11月25日（木）～26日(金)

西紀北小学校 9月19日（日）、11月24日(水)～26日（金）、12月4日（土）

西紀中学校 6月29日（火）、10月4日（月）～5日（火）、11月4日（木）、11月6日（土）

西紀南小学校 9月19日（日）、11月12日（金）、11月24日（水）～26日（金）

新井小学校 9月19日（日）、11月16日(火)～20日(土)、12月8日(水)、2月1日（火）

柏原中学校 9月12日（日）、9月27日(月)～29日(水)、11月6日（土）～7日（日）

久下小学校 10月5日(火)、11月29日(月)～12月1日(水)、2月5日（土）

山南中学校 9月11日(土)、9月27日(月)～29日(水)、11月6日(土)～7日(日)

北小学校 1月17日(月)～21日（金）

氷上中学校 11月6日（土）～7日(日)、1月31日（月）～2月4日（金）

芦田小学校 9月19日(日)、10月22日(金)、11月16日(火)～17日（水）、1月29日（土）

青垣中学校 11月6日(土)～13日（土）

竹田小学校 1月20日(木)～21日(金)

市島中学校 10月12日（火）～15日（金）

進修小学校 10月12日(火)～15日（金）

春日中学校 9月11日（土）、11月6日（土）・7日（日）、12月8日（水）

丹波

篠山市

柏原町

山南町

氷上町

青垣町

市島町

春日町



地　区 市町名 推　進　校　名 実　　　　　施　　　　　期　　　　　日

洲本第一小学校 11月22日(月)～28日(日)

由良小学校 10月29日(金)～30日(土)

洲浜中学校 検討中

中川原中学校 10月12日(火)～14日(木)

志筑小学校 10月～12月検討中

津名中学校 11月8日(月)～12日(金)

学習小学校 11月8日（月）～12日（金）

東浦中学校 10月25日（月）～29日（金）

石屋小学校 7月5日（月）、9月18日（土）、10月5日（火）、11月17日（水）、1月26日（水）

岩屋中学校 6月28日（月）、9月9日（木）、10月23日（土）、11月12日（金）、1月21日（金）

室津小学校 11月の1週間（5日間）

北淡中学校 11月15日(月)～19日(金)

山田小学校 11月1日（月）～5日（金）

一宮中学校 11月22日（月）～26日（金）、2月23日（水）

鳥飼小学校 11月中旬～下旬の1週間（5日間）

五色中学校 11月8日(月)～12日(金)

倭文小学校 11月15日（月）～19日（金）

倭文中学校 10月25日（月）～29日（金）

松帆小学校 11月6日(土)

辰美中学校 10月20日(水)、11月20日(土)、11月26日(金)

志知小学校 11月4日（木）・5日（金）、1月26日（水）、1月29日（土）

三原中学校 9月11日（土）、10月8日（金）、11月23日（火）、10月12日(火)、10月20日(水)

賀集小学校 11月15日（月）～19日（金）

南淡中学校 9月25日（土）・26日（日）、11月9日（火）～11日（木）

淡路

淡路町

北淡町

津名町

三原町

南淡町

一宮町

五色町

緑町

西淡町

洲本市

東浦町


	神戸
	阪神南
	阪神北
	東播磨
	北播磨
	中播磨
	西播磨
	但馬
	丹波
	淡路

