
　　　　　　　　【都道府県】　【市・郡】　　　　 【区町村】　 　　【参加団体】　　　　　　　　　　　　　　 　 【受付日】

北海道 札幌市 中央区 緑丘小学校 20200331
北海道 札幌市 西区 福井野小学校 20200330
北海道 旭川市 大有小学校 20200330
北海道 帯広市 帯広第七中学校 20200330
北海道 帯広市 帯広第二中学校 20200401
北海道 帯広市 南町中学校 20200331
北海道 網走市 北海道網走養護学校 20200331
北海道 恵庭市 恵庭中学校 20200330
北海道 上磯郡 知内町 知内幼稚園 20200330
北海道 山越郡 長万部町 さかえ保育所 20200330
北海道 虻田郡 留寿都村 留寿都中学校 20200403
北海道 野付郡 別海町 上西春別幼稚園 20200403
青森県 青森市 第二すぎのこ幼稚園 20200330
青森県 むつ市 大平小学校 20200330
青森県 中津軽郡 西目屋村 西目屋小学校 20200401
青森県 北津軽郡 板柳町 板柳南小学校 20200402
岩手県 大船渡市 大船渡北小学校 20200402
岩手県 花巻市 大迫小学校 20200401
岩手県 釜石市 釜石中学校 20200330
岩手県 和賀郡 西和賀町 湯田小学校 20200330
宮城県 仙台市 若林区 七郷小学校 20200331
宮城県 仙台市 太白区 茂庭台小学校 20200402
宮城県 石巻市 向陽小学校 20200403
宮城県 石巻市 山下中学校 20200330
宮城県 刈田郡 七ケ宿町 西山学院高等学校 20200402
山形県 酒田市 東部中学校 20200402
福島県 会津若松市 城北小学校 20200402
福島県 郡山市 めぐみ幼稚園 20200330
福島県 いわき市 小名浜第二小学校 20200331
福島県 いわき市 平第五小学校 20200401
福島県 西白河郡 西郷村 米小学校 20200330
福島県 石川郡 浅川町 浅川中学校 20200331
茨城県 日立市 日高小学校 20200330
茨城県 日立市 豊浦中学校 20200331
茨城県 土浦市 上大津東小学校 20200330
茨城県 取手市 寺原小学校 20200330
茨城県 牛久市 ひたち野牛久幼稚園 20200402
茨城県 潮来市 日の出小学校 20200401
茨城県 つくばみらい市 わかくさ幼稚園 20200330
栃木県 宇都宮市 文星芸術大学附属中学校 20200403
栃木県 矢板市 安沢小学校 20200331
群馬県 前橋市 桂萱小学校 20200401
群馬県 館林市 館林市立第八小学校 20200330
群馬県 吾妻郡 中之条町 中之条小学校 20200331
埼玉県 さいたま市 西区 馬宮東小学校 20200401
埼玉県 さいたま市 大宮区 埼玉朝鮮初中級学校 20200403
埼玉県 さいたま市 南区 沼影小学校 20200331
埼玉県 川口市 西川口幼稚園 20200402
埼玉県 狭山市 御狩場小学校 20200401
埼玉県 狭山市 御狩場小学校 20200401
埼玉県 久喜市 東鷲宮小学校 20200330
埼玉県 蓮田市 蓮田南中学校 20200330
埼玉県 日高市 高根小学校 20200401
埼玉県 日高市 高根中学校 20200330
千葉県 千葉市 花見川区 由田学園・千葉幼稚園 20200402
千葉県 千葉市 稲毛区 草野小学校 20200401
千葉県 市川市 福栄小学校 20200330
千葉県 市川市 昭和学院 20200401
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千葉県 松戸市 横須賀小学校 20200330
千葉県 松戸市 横須賀小学校 20200330
千葉県 松戸市 横須賀小学校 20200330
千葉県 松戸市 横須賀小学校 20200330
千葉県 野田市 柳沢小学校 20200401
千葉県 茂原市 東部小学校 20200402
千葉県 市原市 心花幼稚園 20200331
千葉県 市原市 ちはら台桜小学校 20200331
千葉県 鴨川市 田原小学校 20200330
千葉県 香取市 瑞穂小学校 20200330
千葉県 長生郡 長生村 八積小学校 20200331
東京都 新宿区 津久戸小学校 20200330
東京都 大田区 入新井第一小学校 20200330
東京都 渋谷区 猿楽小学校 20200403
東京都 足立区 花保小学校 20200401
東京都 葛飾区 桜道中学校 20200330
東京都 江戸川区 上小岩第二小学校 20200331
東京都 日野市 日野第一中学校 20200331
東京都 東久留米市 東久留米市立はちまん保育園 20200402
東京都 稲城市 稲城第六小学校 20200331
神奈川県 横浜市 中区 横浜訓盲学院 20200401
神奈川県 横浜市 戸塚区 戸塚高等学校定時制 20200330
神奈川県 横浜市 青葉区 東市ヶ尾小学校 20200402
神奈川県 横浜市 都筑区 荏田南小学校 20200330
神奈川県 横浜市 都筑区 中川小学校 20200331
神奈川県 川崎市 麻生区 柿生中学校 20200402
神奈川県 相模原市 中央区 桐生学園星が丘幼稚園 20200401
神奈川県 相模原市 中央区 清水こども園 20200330
神奈川県 小田原市 矢作幼稚園 20200403
神奈川県 小田原市 千代中学校 20200331
神奈川県 茅ケ崎市 梅田中学校 20200401
神奈川県 中郡 大磯町 国府中学校 20200330
新潟県 新潟市 中央区 新潟南保育園 20200330
新潟県 長岡市 ジュニアスクール　鵬幼稚園 20200403
新潟県 三条市 保内小学校 20200330
新潟県 村上市 瀬波小学校 20200330
新潟県 燕市 小池中学校 20200331
新潟県 上越市 春日新田小学校 20200331
新潟県 魚沼市 広神中学校 20200330
新潟県 南魚沼市 塩沢小学校 20200331
新潟県 東蒲原郡 阿賀町 上条保育園 20200401
富山県 高岡市 富山県立高岡聴覚総合支援学校 20200330
富山県 高岡市 五位中学校 20200402
富山県 滑川市 北加積幼稚園 20200330
富山県 滑川市 滑川中学校 20200402
富山県 黒部市 中央小学校 20200330
富山県 射水市 大門中学校 20200401
石川県 金沢市 金沢大学附属特別支援学校 20200401
石川県 小松市 苗代小学校 20200401
石川県 野々市市 菅原小学校 20200330
石川県 羽咋郡 宝達志水町 南部保育所 20200330
福井県 福井市 認定こども園あさかぜ 20200330
長野県 長野市 長野養護学校 20200330
長野県 長野市 緑ケ丘小学校 20200401

長野県 松本市
信州大学教育学部附属
松本中学校

20200330

長野県 飯田市 旭ケ丘中学校 20200403
長野県 須坂市 旭ケ丘小学校 20200330
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長野県 須坂市 須坂支援学校 20200401
長野県 東御市 滋野小学校 20200401
長野県 安曇野市 三郷小学校 20200401
長野県 木曽郡 上松町 上松小学校 20200330
長野県 東筑摩郡 山形村 山形小学校 20200330
岐阜県 岐阜市 木田小学校 20200330
岐阜県 岐阜市 岐阜市民病院小児科 20200330
岐阜県 大垣市 大垣市立南小学校 20200401
岐阜県 大垣市 大垣商業高等学校 20200330
岐阜県 高山市 県立飛騨特別支援学校 20200330
岐阜県 関市 県立関特別支援学校 20200403
岐阜県 各務原市 各務小学校 20200331
岐阜県 本巣市 席田小学校 20200402
静岡県 静岡市 葵区 葵小学校 20200403
静岡県 浜松市 西区 神久呂中学校 20200330
静岡県 浜松市 南区 江南中学校 20200403
静岡県 浜松市 北区 細江保育園 20200402
静岡県 浜松市 北区 都田小学校 20200330

愛知県 名古屋市 千種区
自由ケ丘学園
第三自由ケ丘幼稚園

20200331

愛知県 名古屋市 北区 若葉中学校 20200330
愛知県 名古屋市 昭和区 松栄保育園 20200402
愛知県 名古屋市 緑区 徳重幼稚園 20200331
愛知県 豊橋市 嵩山小学校 20200403
愛知県 岡崎市 南中学校 20200331
愛知県 半田市 乙川小学校 20200330
愛知県 安城市 安城東部小学校 20200403
愛知県 安城市 安城西部小学校 20200401
愛知県 安城市 丈山小学校 20200401
愛知県 知立市 知立東小学校 20200403
愛知県 知立市 八ツ田小学校 20200331
愛知県 尾張旭市 東栄小学校 20200402
愛知県 日進市 日進中学校 20200401
愛知県 あま市 美和こども園 20200403
愛知県 知多郡 東浦町 愛光園 20200403
愛知県 額田郡 幸田町 幸田中学校 20200330
三重県 津市 大川幼稚園 20200331
三重県 津市 ふたば幼稚園 20200331
三重県 松阪市 第三小学校 20200331
三重県 桑名市 光陵中学校 20200402
三重県 亀山市 亀山中学校 20200403
滋賀県 大津市 滋賀朝鮮初級学校 20200330
滋賀県 長浜市 長浜市立西中学校 20200330
滋賀県 草津市 草津養護学校 20200331
滋賀県 甲賀市 多羅尾小学校 20200402
滋賀県 湖南市 石部中学校 20200331
京都府 京都市 北区 認定こども園紫野幼稚園 20200402
京都府 京都市 北区 さつき保育園 20200402
京都府 京都市 左京区 第三錦林小学校 20200401

京都府 京都市 左京区
ノートルダム女学院
中学・高等学校

20200402

京都府 京都市 左京区
ノートルダム女学院
中学・高等学校

20200402

京都府 京都市 伏見区 下鳥羽小学校 20200402
京都府 京都市 伏見区 下鳥羽小学校 20200402
京都府 京都市 山科区 燈影学園　一燈園中学校 20200330
京都府 宇治市 南浦幼保連携型認定こども園 20200330
京都府 宮津市 宮津暁星幼稚園 20200331
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京都府 八幡市 中央小学校 20200331
大阪府 大阪市 都島区 都島小学校 20200401
大阪府 大阪市 此花区 四貫島小学校 20200330
大阪府 大阪市 東淀川区 新東淀中学校 20200401
大阪府 大阪市 住吉区 東我孫子中学校 20200330
大阪府 大阪市 住之江区 どろんこ保育園 20200402
大阪府 大阪市 平野区 瓜破西小学校 20200330
大阪府 大阪市 北区 扇町小学校 20200330
大阪府 大阪市 中央区 城星学園幼稚園 20200331
大阪府 堺市 中区 東陶器小学校 20200401
大阪府 堺市 中区 東陶器小学校 20200401
大阪府 堺市 北区 中百舌鳥中学校 20200331
大阪府 堺市 美原区 美原西小学校 20200331

大阪府 泉大津市
社会医療法人生長会府中病院附属
きらら保育所

20200402

大阪府 守口市 梶小学校 20200330
大阪府 守口市 樟風中学校 20200403
大阪府 八尾市 用和小学校 20200402
大阪府 八尾市 竹渕小学校 20200401
大阪府 大東市 灰塚小学校 20200331
大阪府 箕面市 箕面市立第二中学校 20200403
大阪府 門真市 門真小学校 20200331
大阪府 門真市 速見小学校 20200401
大阪府 高石市 清高小学校 20200330
大阪府 高石市 高石中学校 20200401
大阪府 大阪狭山市 南第一小学校 20200401
大阪府 阪南市 上荘小学校 20200330
兵庫県 姫路市 安富中学校 20200403
兵庫県 尼崎市 百合学院小学校 20200331
兵庫県 尼崎市 大庄北中学校 20200330
兵庫県 豊岡市 八条小学校 20200330
兵庫県 豊岡市 港東小学校 20200331
兵庫県 加古川市 加古川中学校 20200330
兵庫県 加古川市 別府中学校 20200401
兵庫県 宝塚市 長尾台小学校 20200330
兵庫県 三田市 富士小学校 20200330
兵庫県 丹波篠山市 丹南中学校 20200331
兵庫県 たつの市 香島幼稚園 20200401
兵庫県 神崎郡 神河町 神崎幼稚園 20200401
兵庫県 赤穂郡 上郡町 高田幼稚園 20200401
兵庫県 赤穂郡 上郡町 山野里小学校 20200401
奈良県 奈良市 京西保育園 20200401
奈良県 奈良市 伏見保育園 20200330
奈良県 奈良市 大安寺西小学校 20200330
奈良県 香芝市 五位堂小学校 20200331
奈良県 生駒郡 平群町 ゆめさとこども園 20200331
奈良県 吉野郡 十津川村 十津川第二小学校 20200330
和歌山県 和歌山市 岡崎小学校 20200402
和歌山県 和歌山市 宮前小学校 20200331
和歌山県 海南市 海南市立第三中学校 20200403
和歌山県 紀の川市 智徳幼稚園 20200330
島根県 松江市 宍道小学校 20200330
島根県 松江市 来待小学校 20200330
島根県 浜田市 原井小学校 20200401
島根県 浜田市 波佐小学校 20200403
島根県 出雲市 大社小学校 20200401
島根県 出雲市 荘原小学校 20200401
島根県 出雲市 多伎中学校 20200331
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島根県 出雲市 湖陵中学校 20200330
岡山県 岡山市 北区 足守小学校 20200331
岡山県 岡山市 北区 野谷小学校 20200403
岡山県 岡山市 南区 曽根小学校 20200403
岡山県 倉敷市 のぞみ保育園 20200401
岡山県 津山市 やよい保育園 20200403
岡山県 津山市 津山保育園 20200330
岡山県 瀬戸内市 牛窓ルンビニ保育園 20200331
岡山県 苫田郡 鏡野町 芳野こども園 20200330
広島県 広島市 西区 己斐小学校 20200330
広島県 呉市 三坂地小学校 20200402
広島県 呉市 天応小学校 20200330
広島県 竹原市 中通小学校 20200331
広島県 竹原市 竹原小学校 20200330
広島県 尾道市 向東小学校 20200330
広島県 尾道市 高須小学校 20200330
広島県 福山市 引野小学校 20200401
広島県 福山市 蔵王小学校 20200331
広島県 三次市 みらさか小学校 20200330
広島県 東広島市 竹仁小学校 20200401
広島県 東広島市 六方学園 20200402
広島県 東広島市 小谷小学校 20200330
山口県 下関市 豊浦小学校 20200331
山口県 山口市 山口市立中央小学校 20200330
山口県 山口市 阿知須小学校 20200403
山口県 山口市 生雲小学校 20200402
山口県 岩国市 川下小学校 20200330
山口県 岩国市 玖珂小学校 20200401
山口県 光市 塩田小学校 20200331
山口県 柳井市 柳東小学校 20200330
山口県 周南市 鹿野中学校 20200330
山口県 熊毛郡 平生町 平生小学校 20200331
徳島県 徳島市 助任幼稚園 20200331
徳島県 徳島市 応神小学校 20200330
徳島県 徳島市 八万中学校 20200403
徳島県 徳島市 富田中学校 20200403
徳島県 阿南市 見能林小学校 20200330

香川県 高松市
香川大学教育学部附属
高松小学校

20200331

香川県 坂出市 南部保育所 20200403
香川県 小豆郡 小豆島町 池田小学校 20200402
香川県 香川郡 直島町 直島小学校 20200331
香川県 仲多度郡 琴平町 象郷小学校 20200402

愛媛県 松山市
聖カタリナ大学短期大学部
附属幼稚園

20200330

愛媛県 松山市 湯築小学校 20200330
愛媛県 宇和島市 宇和津小学校 20200330
愛媛県 四国中央市 小林保育園 20200330
愛媛県 西予市 三瓶小学校 20200401
愛媛県 西予市 宇和町小学校 20200331
高知県 高知市 横内小学校 20200401
高知県 高知市 春野西小学校 20200403
高知県 土佐市 波介保育園 20200330
福岡県 北九州市 小倉南区 黒木学園　徳力団地幼稚園 20200330
福岡県 福岡市 中央区 福岡教育大学附属福岡小学校 20200401
福岡県 久留米市 ひばり園 20200330
福岡県 飯塚市 頴田小学校 20200403
福岡県 飯塚市 高田小学校 20200401



　　　　　　　　【都道府県】　【市・郡】　　　　 【区町村】　 　　【参加団体】　　　　　　　　　　　　　　 　 【受付日】

福岡県 大川市 宮前小学校 20200402
福岡県 太宰府市 二日市カトリック幼稚園 20200401
佐賀県 佐賀市 鍋島幼稚園 20200330
佐賀県 伊万里市 大川小学校 20200402
佐賀県 小城市 三日月小学校 20200401
長崎県 長崎市 矢上小学校 20200331
長崎県 佐世保市 潮見幼稚園 20200330
長崎県 佐世保市 相浦小学校高島分校 20200330
長崎県 佐世保市 花高小学校 20200331
長崎県 佐世保市 聖和女子学院中・高等学校 20200330
長崎県 島原市 勝光幼稚園 20200331
長崎県 諌早市 飯盛西小学校 20200330
長崎県 諌早市 長田小学校 20200403
長崎県 大村市 鈴田小学校 20200402
長崎県 平戸市 中野小学校 20200401
長崎県 対馬市 今里小学校 20200330
熊本県 熊本市 東区 二岡中学校 20200330
熊本県 熊本市 南区 川尻小学校 20200402
熊本県 菊池市 旭志小学校 20200330
熊本県 宇土市 花園小学校 20200331
熊本県 宇城市 松橋小学校 20200330
熊本県 阿蘇市 阿蘇中学校 20200402
熊本県 阿蘇市 一の宮中学校 20200331
熊本県 天草市 本渡中学校 20200331
熊本県 玉名郡 長洲町 ひまわり幼稚園 20200331
熊本県 阿蘇郡 南小国町 市原保育園 20200402
熊本県 阿蘇郡 南阿蘇村 南阿蘇中学校 20200402
大分県 大分市 大分豊府中学校 20200402
大分県 別府市 明星小学校 20200401
大分県 中津市 南部小学校 20200330
大分県 玖珠郡 九重町 南山田小学校 20200403
大分県 玖珠郡 玖珠町 くす星翔中学校 20200402
宮崎県 宮崎市 大宮小学校 20200330
宮崎県 都城市 安久小学校 20200330
宮崎県 延岡市 北浦小学校 20200402
宮崎県 日南市 潟上小学校 20200330
宮崎県 えびの市 真幸小学校 20200401
宮崎県 児湯郡 都農町 都農小学校 20200402
宮崎県 東臼杵郡 門川町 門川さくらんぼ保育園 20200330
鹿児島県 鹿児島市 郡山小学校 20200403
鹿児島県 鹿児島市 坂元小学校 20200331
鹿児島県 鹿児島市 伊敷台小学校 20200401
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島中央高等学校 20200402
鹿児島県 薩摩川内市 樋脇小学校 20200330
鹿児島県 薩摩川内市 川内南中学校 20200330
鹿児島県 霧島市 霧島小学校 20200403
鹿児島県 いちき串木野市 羽島保育園 20200330
鹿児島県 出水郡 長島町 鷹巣中学校 20200403
鹿児島県 大島郡 徳之島町 亀津小学校 20200330
鹿児島県 大島郡 伊仙町 伊仙中学校 20200330


