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

北海道 岩内郡 岩内町 岩内幼稚園 20200514
北海道 留萌郡 小平町 小平小学校 20200515
青森県 八戸市 是川小学校 20200513
青森県 上北郡 七戸町 七戸養護学校 20200511
岩手県 奥州市 羽田幼稚園 20200514
宮城県 大崎市 川渡小学校 20200514
宮城県 刈田郡 七ケ宿町 西山学院高等学校 20200513
山形県 酒田市 アテネ認定こども園 20200514
山形県 西村山郡 大江町 朝日学園 20200514
福島県 福島市 福島第二中学校 20200513
福島県 喜多方市 喜多方市塩川公民館 20200513
福島県 大沼郡 会津美里町 会津美里町青少年育成町民会議 20200515
茨城県 常総市 石下小学校 20200511
茨城県 猿島郡 境町 境小学校 20200513
栃木県 宇都宮市 YurikagoKidsNurserySchool 20200511
栃木県 大田原市 黒羽幼稚園 20200513
群馬県 邑楽郡 大泉町 エンゼル保育園 20200511
埼玉県 熊谷市 まことこども園 20200511
埼玉県 大里郡 寄居町 用土小学校 20200511
千葉県 八千代市 高津小学校 20200512
千葉県 山武郡 横芝光町 社会福祉法人　心結会　まんまる 20200513
東京都 板橋区 大原生涯学習センター 20200514
東京都 練馬区 光和小学校 20200513
東京都 葛飾区 やくし幼稚園 20200513
神奈川県 鎌倉市 深沢小学校 20200512
神奈川県 小田原市 芦子小学校 20200511
神奈川県 三浦市 名向小学校 20200515
新潟県 新潟市 北区 小鳥の森こども園 20200513
新潟県 長岡市 与板こども園 20200513
新潟県 長岡市 江陽中学校 20200513
新潟県 上越市 国府小学校 20200513
石川県 珠洲市 みさき小学校 20200514
石川県 野々市市 菅原小学校 20200511
福井県 福井市 大安寺小・中学校 20200511
山梨県 甲府市 しらゆり幼稚園 20200515
山梨県 都留市 谷村第一小学校 20200511
長野県 松本市 二子小学校 20200511
長野県 松本市 筑摩野中学校 20200514
長野県 松本市 旭町中学校 20200511
長野県 飯田市 上久堅小学校 20200512
長野県 下高井郡 野沢温泉村 野沢温泉中学校 20200511
岐阜県 岐阜市 岐阜市民病院小児科 20200511
岐阜県 高山市 花里小学校 20200515
岐阜県 関市 関保育園 20200511
岐阜県 下呂市 萩原北中学校 20200514
静岡県 三島市 三島市立箱根の里 20200515
静岡県 富士市 神戸幼稚園 20200511
静岡県 周智郡 森町 旭が丘中学校 20200511
愛知県 名古屋市 守山区 小幡小学校 20200513
三重県 尾鷲市 尾鷲小学校 20200515
京都府 京都市 左京区 ひまわり保育園 20200511
大阪府 大阪市 港区 田中小学校 20200511
大阪府 大阪市 平野区 平野愛和学園 20200515
大阪府 堺市 南区 大阪府立泉北高等支援学校 20200513
大阪府 豊中市 小曽根小学校 20200515
大阪府 泉佐野市 市立木馬園 20200511
大阪府 羽曳野市 下開保育園 20200515
大阪府 泉南郡 熊取町 熊取町立北小学校 20200513
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大阪府 泉南郡 熊取町 熊取町立北小学校 20200513
兵庫県 尼崎市 立花小学校 20200511
兵庫県 加古川市 せきれい保育園 20200513
兵庫県 加古川市 加古川小学校 20200514
奈良県 宇陀市 榛原北保育園 20200511
奈良県 北葛城郡 広陵町 真美ケ丘中学校 20200515
和歌山県 紀の川市 あおば幼稚園 20200513
和歌山県 紀の川市 名手小学校 20200513
岡山県 倉敷市 ひまわり保育園 20200514
岡山県 倉敷市 倉敷東小学校 20200511
岡山県 津山市 高野保育園 20200511
岡山県 笠岡市 金浦中学校 20200511
岡山県 美作市 美作第一小学校 20200511
広島県 神石郡 神石高原町 どんぐり幼稚園 20200511
山口県 防府市 勝間保育園 20200515
高知県 安芸市 海の星幼稚園 20200511
福岡県 北九州市 門司区 萩ケ丘小学校 20200511
福岡県 北九州市 門司区 萩ケ丘小学校 20200511
福岡県 久留米市 青い鳥保育園 20200515
福岡県 柳川市 柳城中学校 20200513
福岡県 糸島市 前原幼稚園 20200513
福岡県 三井郡 大刀洗町 清心慈愛園 20200511
佐賀県 伊万里市 大川内小学校 20200515
長崎県 佐世保市 世知原小学校 20200511
熊本県 熊本市 東区 泉ケ丘小学校 20200511
熊本県 荒尾市 桜露学園　小鳩幼稚園 20200515
熊本県 上益城郡 甲佐町 龍野小学校 20200511
大分県 佐伯市 鶴岡小学校 20200513
宮崎県 小林市 細野小学校 20200513
宮崎県 西臼杵郡 高千穂町 田原小学校 20200513
鹿児島県 姶良市 帖佐保育所 20200511
沖縄県 那覇市 開南小学校 20200512


