
緑の財団活動通信(’20年度4月号)

🌳森林を愛する人づくり事業活動

※当月中に写真を送付いただいた学校等を掲載
樹木名プレート・学校の木のしおりの活用

2/27(木) 【滋賀県】大津市立真野小学校
プレート
しおり

自然体験学習の事前・事後課題として学
校の木のしおりと樹木名プレートを活用して
いただき、「間伐材の利用について知ること
や身近な木の特徴や違いに気付く体験をす
ることができました」との感想をいただきました。

2/27(木) 【大阪府】高槻市立清水小学校
プレート
しおり

事前に学校の地図樹木が生えている場所、
樹木名、特徴を調査してからプレートの設
置を行いました。「運動場で遊ぶ子が樹木
に関心を持ってくれるようになった、低学年の
児童への授業にも活用できる」との感想を
いただきました。

順位 樹種名 順位 樹種名

第1位 イチョウ
第14位

クロマツ

第2位 ソメイヨシノ コブシ

第3位 キンモクセイ 第16位 モミジ

第4位 サクラ 第17位 フジ

第5位 ハナミズキ 第18位 ドウダンツツジ

第6位 ウメ
第19位

シラカシ

第7位 サザンカ ヤマモモ

第8位 ケヤキ

第21位

クロガネモチ

第9位 イロハモミジ マツ

第10位 クスノキ メタセコイア

第11位 サルスベリ
第24位

イヌマキ

第12位 ヒマラヤスギ ソテツ

第13位 ツバキ

当財団では、“ニッセイの森“の間伐材を活用し、
樹木名プレートに加工し、全国の学校に寄贈する取組を
行っており、この活動により、子どもたちが 校庭などの樹木に
関心を持ち、身近な自然環境への理解や親しみを深める
ことを目指しています。

2017年度より開始したこの取組みですが、これまでに
約300校の学校・団体様よりご応募をいただき、
約10,000枚の樹木名プレートを作成いたただいております。

そこで今回、これまでの活動実施校からご報告をいただいた
写真をもとに集計させていただき、作成数の多い上位樹種を
発表させていただきたいと思います。
※樹種名はプレートに表記された名称で単純集計しています

<イチョウ>

<ソメイヨシノ>
(染井吉野)

<キンモクセイ>

★樹木名プレート作成樹種ランキング★



緑の財団活動通信(’20年度4月号)

簡単に自然に親しむことができる取組みを始めました❕TOPIC

新型コロナウイルスの影響で多くの学校が休校になり、また外出自粛要請がなされている中、『家の中でも
自然に触れることができる』、『手軽で簡単に自然観察を行うことができる』新しい取組みを4月
末より始めました！ ※写真はイメージです。

ニッセイ緑のオンライン環境講座を開始いたしました！①

これまで東京や大阪等で開催してきた「ニッセイ緑の
環境講座」を「オンライン」と冠して、SNSや公式HP
で発信をスタートしております。
講師は樹木図鑑作家の林将之氏で、内容は樹木
名プレート作成数の上位樹種を中心に、各樹種の
解説をしていただきます！
配信をスタートしてから、大変好評をいただいており、
アクセス数はすでに60万人を超えました！

★【第1回目投稿】～サクラ～
サクラ舞い散る中で入学式・・・。
今年こそコロナの影響でまともな入学式を開け
なかった学校も多いと思いますが、そんなサクラの
思い出を持つ人も多いでしょう。
校庭に必ずと言っていいほど植えてあるサクラ類は、
校庭の樹木名プレート設置数ランキング(総称)
でも圧倒的な第1位です。日本の国花に指定され、
「さくらさくら」の歌が音楽の授業で歌われている
ことも、その一因かもしれません。

・・・・

※以下、続きは当財団公式HPもしくはFacebook、Instagramを
ご覧ください。

※一部写真抜粋

満開のソメイヨシノ。
枝を低く横に伸ばす樹形も特徴。

ソメイヨシノの花。白に近い淡いピンク色で、
枝が見えないほど密集して咲く。

秋のソメイヨシノ。赤〜オレンジ色に紅葉し
てなかなか美しい。

ヤマザクラの花。赤い若葉と花が同時に開く
ので、ソメイヨシノと区別できる。

第1回目の環境講座は紹介の動画と併せて、およそ33万人の方に閲覧をいただきました。

5月に配信した第2回目はすでに35万人の方に閲覧をいただいております。
今後は、毎週木曜日に以下の予定での配信を予定しておりますので、
周囲の方にご紹介いただいて、皆様でご覧いただければと思います！

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回

予定日 4/30(木) 5/7(木) 5/14(木) 5/21(木) 5/28(木) 6/4(木) 6/11(木) 6/18(木) 6/25(木) 7/2(木)

紹介樹種 サクラ
モミジ
カエデ

ツバキ
サザンカ

マツ モクセイ
イチョウ
ヒノキ
サワラ

カシ
クヌギ
ナラ

コブシ
モクレン
ハナミズキ

ケヤキ
サルスベリ

クスノキ
シュロ

※日程・内容が変更する場合があります。



緑の財団活動通信(’20年度4月号)

“ニッセイの森”の紹介②

全国に199箇所ある”ニッセイの森”を地域ごとに紹
介をスタートいたします。
植栽前の写真や現在の森の様子、皆様にご参加
いただいたイベントの写真を交え紹介していきます！
皆様の森づくり活動が育んだ森の成長を感じ、楽し
しく、森について知っていただけたらと思います！

学校の木のしおり③

昨年度に引き続き、寄贈活動を行っております！
木の写真、解説は当財団が提供しますので、校庭
にある8種類の木を選んでいただくだけで、自然観察
を行うことができます！
『手軽』に『簡単』に自然観察を行うことができます！
ので、気軽にご応募ください！

今後も簡単に自然に親しむことができるコンテンツの提供を予定しております。
随時、SNS(Facebook/Instagram)や公式HPで発信していきますので、

楽しみにお待ちいただければと思います！！

木工クラフトの作り方の紹介④

身近にある材料を使って簡単に自然に親しむことが
できる遊び方として、「木工クラフトの作り方」の紹介
をスタートいたしました！
初回はネイチャークラフト作家の長野修平氏による
「森のマグネット・バッチ作り」になります。
身近にある材料を使い、簡単に作ることができるので、
ぜひ、ご覧ください！

リンク先はこちら リンク先はこちらリンク先はこちら

①Instagram ②Facebook ③公式ホームページ



‘20年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況①

■”ニッセイの森”での育樹活動

NO. 日程 ニッセイの森 場所 内容 主催支社(本店・本部) 参加者数

1 4/18(土) 高尾の森 東京都 整備等 本部 中止

2 5/9(土) 利根の森 群馬県 除伐 群馬 中止

3 5/16(土) 黒保根の森 群馬県 植樹(※1) 太田 中止

4 5/30(土) 盛岡の森 岩手県 植樹(※1) 盛岡 中止

5 5/30(土) 軽井沢の森 長野県 間伐 長野 中止

6 6/7(日) 希望の丘 宮城県 植樹/下刈(※2) 仙台 中止

7 6/20(土) 美の山の森 埼玉県 つる切 本部/熊谷 中止

8 6/27(土) 社の森 兵庫県 除伐 本店/神戸/明石/姫路 中止

9 7/11(土) 富士の森⑩ 静岡県 除伐/枝打ち 本部

10 8/1(土) 内灘の森 石川県 下刈/つる切 金沢

11 8/29(土) 支笏湖の森 北海道 下刈/除伐 札幌

12 8/29(土) 阿寒の森 北海道 枝打ち 道東

13 9/5(土) 北空知の森 北海道 植樹 旭川

14 9/5(土) 井手の森 京都府 除伐 京都

15 9/12(土) 夏泊の森 青森県 間伐 青森

16 9/12(土) 苗場の森 新潟県 下刈 長岡

17 10/3(土) ときがわの森 埼玉県 枝打ち 川越

18 10/10(土) 桂湖の森 富山県 下刈 富山

19 10/10(土) 神郷の森 岡山県 間伐 倉敷

20 10/17(土) 富士の森⑨ 静岡県 枝打ち 本部

21 11/7(土) 東阪の森 大阪府 間伐 本店/御堂筋南

22 11/28(土) 筑前の森 福岡県 枝打ち 久留米/福岡総合

23 12/6(日) 熊本の森 熊本県 枝打ち/下刈 熊本

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、4〜6月の期間予定していた活動を開催中止とさせていただいております。
7月以降のイベントにつきましては、実施月の前々月末までに開催可否についてご連絡させていただきます。

※1 植樹については森林組合の方に実施していただきます。なお、来年度以降の下刈等のボランティア実施時に記念植樹
を行う予定です

※2 約700本植樹予定でしたが、ボランティア活動での植樹は中止し、植樹時期を秋へ変更し、宮城県森林
インストラクター協会の方に協力をいただき植樹する予定です



‘20年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況②

■日本生命・グループ会社との協業

NO. 日程 協業先の日本生命G 場所 イベント名

1 7月下旬 グループ事業推進部 調整中(埼玉県) ﾆｯｾｲｸﾞﾙｰﾌﾟ夏休み自由研究ﾌｪｽ!

2 7月下旬 グループ事業推進部 調整中(大阪府) ﾆｯｾｲｸﾞﾙｰﾌﾟ夏休み自由研究ﾌｪｽ!

3 7月中旬 (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 調整中 調整中

4 9月末 人材開発部 調整中(東京都) 日本生命 新入職員研修

5 12月頃 (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 調整中 調整中

6 12月頃 日本生命支社 調整中 支社内勤向けイベント

7 12月頃 日本生命支社 調整中 支社内勤向けイベント

8 12月頃 CSR推進部 丸の内ビル(東京都) 本部内勤向けイベント

9 12月頃 CSR推進部 本店東館(大阪府) 本店内勤向けイベント

10 12月頃 代理店サポートセンター等 虎ノ門NNビル(東京都) ビル入居者向けイベント

11 調整中 CSR推進部 ニッセイ大多喜の森(千葉県) 森の探検隊

12 調整中 CSR推進部 森から考えるESD学びの森(宮城県) 森の探検隊

■その他イベント
NO. 日程 イベント名 場所

1 8月中旬 ニッセイ緑の木育・夏休み自由研究会 イオンモール幕張新都心(千葉県)

2 10-11月 Tree to green 調整中(東京)

3 1/23(土)-24(日) 木育ひろばinチ・カ・ホ2021 ブース出展 札幌駅(北海道)

4 調整中 ニッセイ緑の環境講座 調整中

5 --- ドングリ学校 各参加校

6 --- 木工クラフトワークショップ 各会場

7 年12回 ふれあい森林教室 森から考えるESD学びの森(宮城県)

8 年12回 ふれあい木育教室 各会場(宮城県)

■新型コロナウイルスの影響を踏まえた新たな取り組み(        )
①SNS等を活用した発信型を取組を開始。
②オンサイト(立合)型からオフサイト(非立会)型へ(学童・学校へのツールの提供等)

NO. コンセプト コンテンツ名 内容

1
発信型

ニッセイ緑のオンライン
環境講座

樹木図鑑作家による樹木の解説
(プレートに記載された上位樹種)

2 “ニッセイの森”紹介
全国に199箇所ある”ニッセイの森”を

地域毎に紹介

3
オンサイト(立会)型

からオフサイト(非立会)型へ

学校の木のしおり 校庭にある木の解説や自然観察のツールの提供

4 クラフト材の提供 学童・小学校等のへのクラフト材の提供

新規

※ 現時点では全ての活動を自粛しております

新たな取組についての詳細は当財団通信P2~P3をご覧ください。



■樹木名プレート応募状況
'20年度実施予定校

NO. 場所 設置校・団体 NO. 場所 設置校・団体

1 北海道 広島幼稚園 13 奈良県 橿原市立畝傍南小学校
2 北海道 札幌市立羊丘中学校 14 奈良県 香芝市立市下田小学校
3 岩手県 八幡平市立安代小学校 15 和歌山 田辺市立秋津川小学校
4 岩手県 岩手県立県北青少年の家 16 岡山県 岡山県立高松農業高等学校
5 宮城県 南三陸町立戸倉小学校 17 岡山県 真庭市立草加部小学校
6 宮城県 くよみ郷土研究会 18 岡山県 赤磐市立山陽小学校
7 栃木県 栃木県立足利特別支援学校 19 岡山県 倉敷市立玉島小学校
8 東京都 葛飾区立半田小学校 20 岡山県 倉敷市立沙美小学校
9 東京都 八王子市立長沼小学校 21 岡山県 倉敷市立川辺小学校
10 東京都 港区立港南中学校 22 福岡県 福岡市立早良小学校
11 東京都 昭島市立田中小学校 23 熊本県 九州ルーテル学院大学人文学部
12 埼玉県 川越市立川越西小学校 24 鹿児島県 長島町立鷹巣小学校

■学校の木のしおり応募状況
'20年度実施予定校

NO. 場所 設置校・団体 NO. 場所 設置校・団体

1 北海道 広島幼稚園 13 岡山県 岡山県立高松農業高等学校

2 岩手県 岩手県立県北青少年の家 14 岡山県 真庭市立草加部小学校

3 宮城県 岩沼市立玉浦小学校 15 岡山県 赤磐市立山陽小学校

4 宮城県 南三陸町立戸倉小学校 16 岡山県 倉敷市立玉島小学校

5 宮城県 くよみ郷土研究会 17 岡山県 倉敷市立沙美小学校

6 東京都 港区立港南中学校 18 岡山県 倉敷市立川辺小学校

7 東京都 昭島市立田中小学校 19 岡山県 総社市立総社中央小学校

8 埼玉県 川越市立川越西小学校 20 福岡県 北九州市立大積小学校

9 千葉県 木更津市立富来田小学校 21 熊本県 九州ルーテル学院大学人文学部

10 奈良県 橿原市立畝傍南小学校 22 鹿児島県 長島町立鷹巣小学校

11 奈良県 香芝市立市下田小学校

12 和歌山 田辺市立秋津川小学校

‘20年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況③

【2020年度】『樹木名プレート』・『学校の木のしおり』の寄贈先募集中！

＜樹木名プレートとは＞
“ニッセイの森“の間伐材を利用し、樹木名プレートに
加工する取組みを実施しています。 当プレートを
学校等に寄贈させていただき、 森林を愛する人が
増えていくことを目指しています。

＜学校の木のしおりとは＞
2019年度からの新しい取組みとして、設置した
樹木名プレートを活用し、全校をあげて、自然観察等の
教育活動に協力いただける学校に、学校オリジナルの
「木のしおり」を提供させていただきます。

<樹木名プレートイメージ> <学校の木のしおりイメージ>



■【都道府県別】樹木名プレート　申込校・団体一覧 【2019/05/15時点】

都道府県 学校・団体名 都道府県 学校・団体名 都道府県 学校・団体名 都道府県 学校・団体名

札幌市立定山渓中学校 ＊高崎市立城山小学校 ＊川越市立川越西小学校 倉吉市立明倫小学校

北海道環境生活部環境政策課 キンダ－学童・かんな学童 NACS-J経由申込団体(4) 鳥取市立佐治小学校

湧別町立芭露学園 群馬県立中央中等教育学校 神奈川県(2) NACS-J経由申込団体(2) 米子市立啓成小学校

幌加内町立朱鞠内小学校 NACS-J経由申込団体(3) 新潟県(1) 絵本の家「ゆきぼうし」 北栄町立大栄中学校

帯広市立稲田小学校 君津市立坂畑小学校 富山県 未実施 鳥取市立宮ノ下小学校

帯広市立広陽小学校 君津市立三島小学校 石川県 未実施 米子市立義方小学校

＊北斗市立市渡小学校 君津市立周南小学校 下宇坂小学校・下宇坂幼稚園 伯耆町立岸本小学校

湧別町立芭露学園 緑町町会子供会 若狭町立気山小学校 島根県 未実施

＊石狩市立八幡小学校 ニッセイ総合研修所 日本生命福井支社(県支援外山整備事業) ＊倉敷市立第五福田小学校

＊札幌市立白石小学校 ＊君津市周南公民館 山梨県 未実施 倉敷市立第一福田小学校

札幌市立羊丘中学校 浦安市エルシティ管理組合・自治会① 木曽町立日義中学校 倉敷市立二万小学校

＊北斗市立谷川小学校 君津市立周南中学校 御代田町立御代田南小学校 倉敷市立下津井東小学校

＊広島幼稚園 君津市立秋元小学校 岐阜県(2) NACS-J経由申込団体(2) 倉敷市立上成小学校

十和田市立北園小学校 君津市立小櫃小学校 静岡県立川根高等学校 倉敷市立柳井原小学校

野辺地町立野辺地小学校 君津市立松丘小学校 NACS-J経由申込団体 倉敷市立南浦小学校

八幡平市立安代小学校 ＊松戸市立横須賀小学校 東海市立船島小学校 倉敷市立粒江小学校

＊岩手県立県北青少年の家 NPO法人安房文化遺産フォーラム 弥富市立白鳥小学校 倉敷市立第四福田幼稚園

利府聖光幼稚園 君津市小糸公民館 稲沢市立稲沢東小学校 倉敷市立本荘小学校

富谷市立日吉台小学校 印西市教育センター 春日井市立山王小学校 倉敷市立下津井西小学校

宮城学院女子大学附属 森のこども園 ＊袖ヶ浦市立長浦小学校 豊川市立中部中学校 倉敷市立乙島小学校

仙台市立六郷小学校 ＊市原市立市西小学校 日進市立梨の木小学校 ＊倉敷市立玉島小学校

＊気仙沼市立気仙沼小学校 ＊木更津市立富来田小学校 常滑市立三和小学校 倉敷市立薗小学校

＊南三陸町立戸倉小学校 ＊船橋市立飯山満小学校 大府市立北山小学校 ＊総社市立総社中央小学校

＊くよみ郷土研究会 ＊松戸ニッセイエデンの園 豊川市立天王小学校 ＊鏡野町立富小学校

秋田県(1) 秋田市立泉小学校 浦安市エルシティ管理組合・自治会② 岡崎市立六ツ美中部小学校 ＊岡山県立高松農業高等学校

山形県 未実施 NACS-J経由申込団体(2) 岡崎市立北野小学校 赤磐市立山陽小学校

矢吹町立三神小学校 多摩市立連光寺小学校 尾張旭市立三郷小学校 真庭市立草加部小学校

福島県立西郷支援学校 武蔵村山市立第二小学校 豊根村立豊根中学校 ＊倉敷市立川辺小学校

白河市立白河第二小学校児童クラブ 八王子市立加住小中学校 ＊岡崎市立形埜小学校 ＊倉敷市立沙美小学校

郡山市立行健小学校 ＊共立女子第二中学校・高等学校(2) 岡崎市立井田小学校 NACS-J経由申込団体

いわき市立上遠野小学校 多摩市立愛和小学校 みよし市立三好丘中学校 広島県(1) ＊廿日市市立宮島中学校・小学校

＊喜多方市立第三小学校 多摩市立聖が丘小学校 稲沢市立大里西小学校 山口県(2) NACS-J経由申込団体(2)

幼保連携型認定こども園ひかり ”ニッセイ高尾の森”沿いの林道 稲沢市立国分小学校 徳島県 未実施

＊福島県立石川支援學校たまかわ校 大星ビル管理 岡崎市立南中学校 香川県(2) NACS-J経由申込団体(2)

白河市立白河第二小学校 八王子市立中山中学校 安城市立安城西部小学校 愛媛県 未実施

NACS-J経由申込団体 八王子市立浅川中学校 西尾市立室場小学校 四万十市立西土佐小学校

つくばみらい市立板橋小学校 八王子市立みなみ野中学校 北名古屋市立師勝北小学校 高知市横浜新町まちづくり市民会議

つくば市立並木小学校 八王子市立陵南中学校 津島市立北小学校 横浜新町まちづくり協議会

鉾田市立旭東小学校 八王子市上柚木中学校 NACS-J経由申込団体 NACS-J経由申込団体

鉾田市立旭南小学校 八王子市立大和田小学校 いなべ市立阿下喜小学校 福岡市立早良小学校

土浦市立上大津西小学校 八王子市立第七小学校 いなべ市立治田小学校 ＊福岡市立有住小学校

古河市立西牛谷小学校 八王子市立椚田小学校 NACS-J経由申込団体 ＊北九州市立大積小学校

ひたちなか市立田彦小学校 八王子市立みなみ野君田小学校 滋賀県(1) ＊大津市立真野小学校 福岡市立春吉小学校

つくばみらい市立豊小学校 八王子市由井第一小学校 特定非営利活動法人社叢学会 ＊北九州市立葛原小学校

＊龍ヶ崎市立川原代小学校 八王子市立山田小学校 NACS-J経由申込団体 ＊北九州市立中井小学校

日立市立山部小学校 八王子市立緑が丘小学校 八尾市立亀井小学校 佐賀県(1) 唐津焼の里育成協議会

塩谷町立玉生小学校 八王子市立第二小学校 八尾市立高美小学校 長崎県 未実施

下野市立石橋小学校 八王子市立由木東小学校 新日生病院 菊池第二さくら幼楽園

塩谷町立大宮小学校 八王子市立第八小学校 大阪府立園芸高等学校 熊本市立白川中学校

栃木県大田原市立金丸小学校 八王子高嶺小学校 高槻市立北大冠小学校 熊本市立川尻小学校

＊日光市立足尾小学校(2) 八王子市立高倉小学校 門真市立第七中学校 熊本市立日吉小学校

塩原市立豊浦小学校 社会福祉法人ユーカリ福祉会八国山保育園 高槻市立阿武山小学校 上天草市立登立小学校

栃木県立盲学校(中等部) ＊世田谷市立明正小学校 阿武山たつの子認定こども園 熊本市立大江小学校

宇都宮南高等学校 ＊江戸川区立大杉東小学校 高槻市立真上小学校 熊本県立ひのくに高等支援学校

栃木県鹿沼市立南摩小学校 ＊青梅市立第四小学校 ＊高槻市立清水小学校 熊本県立松橋高等学校

＊栃木県立足利特別支援学校 港区立青山中学校 ＊兵庫県立南但馬自然学校(3) 熊本県立聾学校

矢板市立乙畑小学校 八王子市立上柚木中学校 豊岡市立竹野南小学校 熊本県立熊本農業高等学校

日光市立清滝小学校 ＊港区立高松中学校 やしろの森公園 ＊九州ルーテル学院大学人文学部

壬生町立藤井小学校 ＊葛飾区立一之台中学校 神戸市立成徳小学校 大分県 未実施

＊上三川町立北小学校 葛飾区立上千葉小学校 NACS-J経由申込団体(2) 宮崎県(1) 宮崎市立瓜生野小学校

大田原市立黒羽小学校 葛飾区立宝木塚小学校 ＊橿原市立畝傍南小学校 ＊長島町立鷹巣小学校

大田原市立川西小学校 ＊八王子市立秋葉台小学校 ＊香芝市立市下田小学校 NACS-J経由申込団体

鹿沼市立清州第二小学校 ＊八王子市立長沼小学校 紀の川市立調月小学校 沖縄県(1) NACS-J経由申込団体

真岡市立真岡東中学校 八王子市立由木西小学校 かつらぎ町立大谷小学校 ※NACS-Jは日本自然保護協会の略称

鹿沼市立清州第一小学校 八王子市立長房小学校 海南市立加茂川小学校

壬生町立壬生小学校 葛飾区立半田小学校 串本町立古座小学校 ■累計申込数

壬生町立壬生東小学校 八王子市立恩方第二小学校 ＊和歌山大学教育学部附属小学校

鹿沼市立加園小学校 ＊港区立港南中学校 ＊田辺市立上秋津小学校

＊壬生町立壬生北小学校 ＊昭島市立田中小学校 ＊那智勝浦町立太田小学校

壬生町立睦小学校 NACS-J経由申込団体(5) ＊田辺市立秋津川小学校 ■日本生命経由による延べ申込

佐野市立葛生南小学校

＊小山市立若木小学校

上三川町立北小学校

NACS-J経由申込団体(2)

北海道
(13)

群馬県
(6)

埼玉県(5)

鳥取県

(7)

千葉県
(23)

福井県
(3)

岡山県
(22)

長野県
(2)

青森県

(2)

静岡県

(2)

高知県
(4)

茨城県
(10)

三重県
(3)

福岡県

(6)

京都府

(2)

岩手県
(2)

愛知県
(24)

宮城県
(7)

福島県
(10)

東京都
(49)

大阪府
(10)

栃木県
(30)

熊本県

(11)

兵庫県
(8)

奈良県
(2)

鹿児島県

(2)

和歌山県
(8)

288校・団体

98校・団体(34.0%)

＊学校の木のしおり申込校・団体


