
【実施済】

№ 管轄財務局 校　園　名 学 年 備　　考

1 四国 鳴門教育大学附属中学校 中3 平成30年5月16日 (水)

2 東海 愛知教育大学附属名古屋中学校
中1～3
保護者

平成30年5月26日 (土)

3 関東 東京大学教育学部附属中等教育学校 中3・高1 平成30年6月12日 (火)外

4 九州 大分大学教育学部附属中学校 中3 平成30年6月15日 (金)

5 中国 島根大学教育学部附属小学校 小6 平成30年6月18日 (月)

6 近畿 京都教育大学附属桃山小学校 小6 平成30年10月3日 (水)

7 東海 静岡大学教育学部附属島田中学校 中3 平成30年11月1日 (木)

8 東北 宮城教育大学附属中学校 中3 平成30年11月2日 (金)

9 東北 山形大学附属中学校 中3 平成30年11月15日 (木)外

10 関東 千葉大学教育学部附属中学校 中3 平成30年11月19日 (月)

11 四国 香川大学教育学部付属高松中学校 中3 平成30年11月19日 (月)

12 東北 福島大学附属中学校 中3 平成30年11月27日 (火)外

13 北陸 富山大学人間発達科学部附属中学校 中3 平成30年11月30日 (金)

14 九州 大分大学教育学部附属小学校 小6 平成30年11月30日 (金)

15 関東 上越教育大学附属中学校 中3 平成30年12月3日 (月)

16 北海道 北海道教育大学附属釧路中学校 中3 平成30年12月4日 (火)

17 北海道 北海道教育大学附属函館中学校 中3 平成30年12月6日 (木)

18 東北 秋田大学教育文化学部附属中学校 中3 平成30年12月6日 (木)

19 関東 茨城大学教育学部附属中学校 中3 平成30年12月10日 (月)

20 東海 愛知教育大学附属名古屋小学校 小6 平成30年12月11日 (火)

21 福岡 福岡教育大学附属福岡小学校 小6 平成30年12月12日 (水)外

22 東北 弘前大学教育学部附属中学校 中3 平成30年12月14日 (金)

23 福岡 長崎大学教育学部附属中学校 中3 平成30年12月14日 (金)

24 福岡 佐賀大学教育学部附属中学校 中3 平成30年12月17日 (月)外

25 四国 香川大学教育学部附属坂出中学校 中3 平成30年12月18日 (火)

26 中国 広島大学附属三原中学校 中3 平成30年12月18日 (火)

27 福岡 長崎大学教育学部附属小学校 小6 平成30年12月19日 (水)

28 北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 中3 平成30年12月20日 (木)

29 東北 宮城教育大学附属小学校 小6 平成31年1月9日 (水)

30 関東 山梨大学教育学部附属小学校 小6 平成31年1月17日 (木)

31 北陸 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 中3 平成31年1月17日 (木)

32 近畿 京都教育大学附属京都小学校 小6 平成31年1月18日 (金)

33 東北 岩手大学教育学部附属中学校 中3 平成31年1月22日 (火)

34 関東 信州大学教育学部附属長野小学校 小6 平成31年1月24日 (木)

35 関東 新潟大学教育学部附属長岡小学校 小6 平成31年1月24日 (木)

36 関東 上越教育大学附属小学校 小6 平成31年1月28日 (月)

37 東北 山形大学附属小学校 小6 平成31年1月29日 (火)

平成30年度「財政教育プログラム」実施状況

平成31年1月31日現在

実 施 予 定 日



38 関東 群馬大学教育学部附属中学校 中3 平成31年1月30日 (水)

39 中国 鳥取大学附属小学校 小6 平成31年1月31日 (木)

【実施予定（実施日決定分）】

№ 管轄財務局 校　園　名 学 年 備　　考

1 関東 信州大学教育学部附属松本小学校 小6 平成31年2月1日 (金)

2 近畿 大阪教育大学附属平野小学校 小6 平成31年2月1日 (金)

3 東北 秋田大学教育文化学部附属小学校 小6 平成31年2月4日 (月)

4 東北 岩手大学教育学部附属小学校
小6

（一部小5） 平成31年2月5日 (火)

5 北陸 富山大学人間発達科学部附属小学校 小6 平成31年2月5日 (火)

6 関東 千葉大学教育学部附属小学校 小6 平成31年2月6日 (水)

7 北陸 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校 小6 平成31年2月6日 (水)

8 東北 福島大学附属小学校 小6 平成31年2月8日 (金)

9 中国 山口大学教育学部附属山口小学校 小6 平成31年2月8日 (金)

10 東海 三重大学附属小学校 小6 平成31年2月13日 (水)

11 近畿 和歌山大学附属中学校 中3 平成31年2月14日 (木)

12 関東 山梨大学教育学部附属中学校 中3 平成31年2月15日 (金)

13 近畿 奈良女子大学附属小学校 小6 平成31年2月15日 (金)

14 中国 鳥取大学附属中学校 中3 平成31年2月15日 (金)

15 福岡 佐賀大学教育学部付属小学校 小6 平成31年2月15日 (金)

16 関東 群馬大学教育学部附属小学校 小6 平成31年2月19日 (火)

17 北陸 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 高1 平成31年2月21日 (木)

18 北海道 北海道教育大学附属旭川中学校 中1 平成31年3月14日 (木)

【調整中（申込書受理済）】

№ 管轄財務局 校　園　名 学 年

1 関東 宇都宮大学教育学部附属中学校 中2 ※Ｈ32年2月で調整中

（注）赤字は今回更新した箇所

実 施 予 定 日

備　　考



（参考）

№ 管轄財務局 校　園　名 学 年 備　　考

1 関東 埼玉大学教育学部附属中学校 中3 平成29年5月23日 (火)

2 近畿 奈良女子大学附属中等教育学校 保護者 平成29年6月9日 (金)

3 近畿 神戸大学附属中等教育学校 中3 平成29年6月15日 (木)

4 九州 大分大学教育学部附属中学校 中3 平成29年6月15日 (木)

5 九州 大分大学教育学部附属小学校 小6 平成29年6月16日 (金)

6 関東 千葉大学教育学部附属小学校 小6 平成29年6月27日 (火)

7 近畿 大阪教育大学附属平野小学校 小6 平成29年9月15日 (金)

8 近畿 滋賀大学教育学部附属小学校 小2 平成29年10月6日 (金)

9 関東 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 小6 平成29年10月21日 (土)

10 四国 香川大学教育学部附属坂出小学校 小5・6 平成29年10月21日 (土) 保護者を含む

11 東北 山形大学附属中学校 中3 平成29年11月13日 (月)外

12 福岡 福岡教育大学附属福岡小学校 小6 平成29年11月13日 (月)外

13 北陸 富山大学人間発達科学部附属中学校 中3 平成29年11月16日 (木)

14 北陸 福井大学教育学部附属義務教育学校 中3 平成29年11月20日 (月)外

15 東北 福島大学附属中学校 中3 平成29年11月21日 (火)外

16 関東 新潟大学教育学部附属新潟小学校 小6 平成29年11月24日 (金)

17 北海道 北海道教育大学附属釧路中学校 中3 平成29年11月28日 (火)

18 東北 岩手大学教育学部附属中学校 中3 平成29年11月29日 (水)

19 九州 熊本大学教育学部附属中学校 中3 平成29年11月29日 (水)

20 東北 秋田大学教育文化学部附属中学校 中3 平成29年11月30日 (木)

21 四国 高知大学教育学部附属中学校 中3 平成29年12月1日 (金)

22 中国 山口大学教育学部附属山口中学校 中3 平成29年12月4日 (月)

23 関東 茨城大学教育学部附属中学校 中3 平成29年12月7日 (木)

24 中国 広島大学附属三原中学校 中3 平成29年12月7日 (木)

25 東北 宮城教育大学附属中学校 中3 平成29年12月8日 (金)

26 関東 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 保護者 平成29年12月9日 (土)

27 東海 愛知教育大学附属名古屋小学校 小6 平成29年12月11日 (月)

28 近畿 和歌山大学教育学部附属中学校 中3 平成29年12月12日 (火)

29 福岡 長崎大学教育学部附属中学校 中3 平成29年12月13日 (水)

30 関東 千葉大学教育学部附属中学校 中3 平成29年12月14日 (木)

31 関東 信州大学教育学部附属長野中学校 中3 平成29年12月14日 (木)外

32 福岡 佐賀大学教育学部附属中学校 中3 平成29年12月18日 (月)外

33 北海道 北海道教育大学附属函館中学校 中3 平成29年12月21日 (木)

34 東海 岐阜大学教育学部附属中学校 中3 平成30年1月17日 (水)

35 東北 弘前大学教育学部附属小学校 小6 平成30年1月18日 (木)

36 関東 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校 中3 平成30年1月19日 (金)

37 関東 上越教育大学附属小学校 小6 平成30年1月19日 (金)

38 関東 上越教育大学附属中学校 中3 平成30年1月19日 (金)

39 近畿 京都教育大学附属桃山小学校 小6 平成30年1月22日 (月)

40 関東 茨城大学教育学部附属小学校 小6 平成30年1月23日 (火)外

41 関東 山梨大学教育学部附属小学校 小6 平成30年1月23日 (火)

42 関東 信州大学教育学部附属長野小学校 小6 平成30年1月29日 (月)

43 北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 中3 平成30年2月1日 (木)

平成29年度「財政教育プログラム」実施状況

実　施　日



№ 管轄財務局 校　園　名 学 年 備　　考

44 東北 秋田大学教育文化学部附属小学校 小6 平成30年2月2日 (金)

45 関東 信州大学教育学部附属松本小学校 小6 平成30年2月2日 (金)

46 近畿 奈良女子大学附属小学校 保護者 平成30年2月3日 (土)

47 東北 岩手大学教育学部附属小学校 小6 平成30年2月6日 (火)

48 中国 山口大学教育学部附属山口小学校 小6 平成30年2月7日 (水)

49 東北 山形大学附属小学校 小6 平成30年2月8日 (木)

50 東北 福島大学附属小学校 小6 平成30年2月8日 (木)

51 北陸 富山大学人間発達科学部附属小学校 小6 平成30年2月8日 (木)

52 東海 三重大学教育学部附属小学校 小6 平成30年2月8日 (木)

53 関東 群馬大学教育学部附属中学校 中3 平成30年2月9日 (金)

54 北陸 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校 小6 平成30年2月9日 (金)

55 福岡 佐賀大学教育学部附属小学校 小6 平成30年2月13日 (火)

56 関東 群馬大学教育学部附属小学校 小6 平成30年2月14日 (水)

57 九州 熊本大学教育学部附属小学校 小6 平成30年2月14日 (水)

58 関東 新潟大学教育学部附属長岡小学校 小6 平成30年2月15日 (木)

59 北陸 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 中3 平成30年2月15日 (木)

60 中国 島根大学教育学部附属小学校 小6 平成30年2月16日 (金)

61 東北 宮城教育大学附属小学校 小6 平成30年2月19日 (月)

62 近畿 奈良女子大学附属小学校 小6 平成30年2月19日 (月)

63 北陸 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 高1 平成30年2月20日 (火)

64 福岡 長崎大学教育学部附属小学校 小6 平成30年2月21日 (水)

65 関東 山梨大学教育学部附属中学校 中3 平成30年2月22日 (木)

66 関東 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 小6 平成30年2月27日 (火)

67 沖縄 琉球大学教育学部附属小学校 小6 平成30年2月27日 (火)

68 四国 香川大学教育学部附属高松小学校 小6 平成30年2月28日 (水)

69 東海 岐阜大学教育学部附属小学校 小6 平成30年3月2日 (金)

70 近畿 奈良女子大学附属中等教育学校 中3 平成30年3月2日 (金)

71 関東 筑波大学附属中学校 中2 平成30年3月7日 (水)外

72 四国 愛媛大学附属高等学校 高1 平成30年3月12日 (月)

73 北海道 北海道教育大学附属旭川中学校 中1 平成30年3月14日 (水)

実　施　日



（参考）

№ 管轄財務局 校　園　名 学 年 備　　考

1 四国 鳴門教育大学附属中学校 中3 平成28年5月18日 (水)

2 東海 静岡大学教育学部附属浜松中学校 中3 平成28年5月26日 (木)

3 近畿 神戸大学附属中等教育学校 高1 平成28年6月20日 (月)

4 近畿 大阪教育大学附属平野小学校 小6 平成28年9月1日 (木)

5 関東 新潟大学教育学部附属新潟小学校 小6 平成28年10月11日 (火)

6 関東 東京学芸大学附属国際中等教育学校 中3 平成28年10月18日 (火)外

7 近畿 和歌山大学教育学部附属小学校 小6 平成28年10月18日 (火)

8 東海
浜松トップガンプロジェクト
（静大附属浜松中ほか）

中2～高 平成28年10月23日 (日)

9 近畿 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 高1　高2 平成28年11月5日 (土)

10 九州 鹿児島大学教育学部附属中学校 中3 平成28年11月25日 (金)

11 福岡 長崎大学教育学部附属小学校 小6 平成28年11月25日 (金)

12 東海 三重大学教育学部附属中学校 中3 平成28年11月29日 (火)

13 北海道 北海道教育大学附属釧路中学校 中3 平成28年12月6日 (火)

14 中国 広島大学附属三原中学校 中3 平成28年12月8日 (木)

15 沖縄 琉球大学教育学部附属中学校 中3 平成28年12月8日 (木)

16 関東 埼玉大学教育学部附属中学校 中3 平成28年12月8日 (木)外

17 福岡 長崎大学教育学部附属中学校 中3 平成28年12月16日 (金)

18 北海道 北海道教育大学附属函館中学校 中3 平成28年12月19日 (月)

19 近畿 滋賀大学教育学部附属中学校 中3 平成29年1月20日 (金)

20 福岡 福岡教育大学附属福岡小学校 小6 平成29年1月30日 (月)

21 東北 秋田大学教育文化学部附属小学校 小6 平成29年2月2日 (木)

22 関東 新潟大学教育学部附属長岡小学校 小6 平成29年2月6日 (月)

23 東北 福島大学附属小学校 小6 平成29年2月7日 (火)

24 北陸 富山大学人間発達科学部附属小学校 小6 平成29年2月8日 (水)

25 中国 山口大学教育学部附属山口小学校 小6 平成29年2月8日 (水)

26 北海道 北海道教育大学附属旭川中学校 中1 平成29年2月14日 (火)

27 北陸 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校 小6 平成29年2月14日 (火)

28 中国 島根大学教育学部附属小学校 小6 平成29年2月14日 (火)

29 福岡 佐賀大学教育学部附属小学校 小6 平成29年2月14日 (火)

30 近畿 奈良女子大学附属小学校 小6 平成29年2月16日 (木)

31 関東 群馬大学教育学部附属中学校 中3 平成29年2月17日 (金)

32 四国 愛媛大学教育学部附属小学校 小6 平成29年2月23日 (木)

33 近畿 和歌山大学教育学部附属中学校 中3 平成29年2月24日 (金)

34 東海 岐阜大学教育学部附属小学校 小6 平成29年3月8日 (水)

35 四国 愛媛大学附属高等学校 高1 平成29年3月15日 (水)

平成28年度「財政教育プログラム」実施状況

実　施　日



（参考）

№ 管轄財務局 校　園　名 学 年 備　　考

1 近畿 大阪教育大学附属平野小学校 小6 平成27年6月11日 (木)

2 近畿 奈良女子大学附属中等教育学校 中3 平成27年11月17日 (火)

3 近畿 大阪教育大学附属平野中学校 中3 平成28年1月15日 (金)

4 北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 中3 平成28年2月2日 (火)

5 四国 香川大学教育学部附属坂出中学校 中2 平成28年2月16日 (火)

6 中国 広島大学附属三原中学校 中3 平成28年2月16日 (火)

7 九州 宮崎大学教育文化学部附属中学校 中3 平成28年2月19日 (金)

8 近畿 奈良女子大学附属中等教育学校 高2 平成28年2月19日 (金)

9 九州 熊本大学教育学部附属小学校 小6 平成28年2月23日 (火)

10 近畿 和歌山大学教育学部附属中学校 中3 平成28年3月2日 (水)

平成27年度「財政教育プログラム」実施状況

開　催　日


