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

北海道 札幌市 東区 中沼小学校 20200522
北海道 帯広市 大正小学校 20200518
北海道 江別市 江別第一小学校 20200522
青森県 青森市 若芽保育園 20200520
青森県 青森市 東陽小学校 20200522
青森県 黒石市 中郷こども園 20200522
青森県 西津軽郡 深浦町 みはる保育園 20200520
宮城県 富谷市 成田中学校 20200520
秋田県 秋田市 牛島小学校 20200518
秋田県 潟上市 追分幼稚園 20200522
福島県 いわき市 泉小学校 20200520
福島県 相馬市 桜丘小学校 20200522

福島県 伊達市
幼保連携型認定こども園
神愛幼稚園

20200518

茨城県 つくば市 吉沼幼稚園・保育園 20200520
栃木県 塩谷郡 塩谷町 玉生小学校 20200521
埼玉県 さいたま市 西区 埼玉県立大宮北特別支援学校 20200519
埼玉県 北本市 せきね幼稚園 20200522
埼玉県 坂戸市 かなやま幼稚園 20200521
千葉県 鴨川市 鴨川小学校 20200520
千葉県 富里市 太子幼稚園 20200521
東京都 新宿区 伸びる会幼稚園 20200522
東京都 北区 赤羽幼稚園 20200522
東京都 八王子市 すぎな愛育園 20200521
東京都 八王子市 八王子盲学校 20200521
東京都 町田市 小山田小学校 20200521
神奈川県 横浜市 神奈川区 錦台中学校 20200521
神奈川県 鎌倉市 西鎌倉幼稚園 20200519
神奈川県 茅ケ崎市 西浜小学校 20200522
神奈川県 足柄上郡 大井町 湘光中学校 20200518
神奈川県 足柄上郡 大井町 湘光中学校 20200521
富山県 中新川郡 立山町 認定こども園むつみ幼稚園 20200518
石川県 金沢市 鳴和中学校 20200522
石川県 小松市 なかよし幼稚園 20200522
石川県 加賀市 橋立中学校 20200522
石川県 河北郡 津幡町 英田小学校 20200518
山梨県 南巨摩郡 南部町 南部みどり幼稚園 20200520
長野県 駒ケ根市 赤穂南小学校 20200520
長野県 東御市 東部中学校 20200522
岐阜県 揖斐郡 大野町 東さくらこども園 20200522
岐阜県 本巣郡 北方町 北方小学校 20200520
静岡県 静岡市 清水区 静岡サレジオ幼稚園 20200522

静岡県 島田市
静岡大学教育学部附属
島田中学校

20200520

静岡県 賀茂郡 松崎町 松崎幼稚園 20200522

愛知県 名古屋市 熱田区
社会福祉法人名古屋ｷﾘｽﾄ教社会館
発達センターあつた

20200519

愛知県 豊橋市 高豊中学校 20200521
愛知県 岡崎市 連尺小学校 20200520
愛知県 瀬戸市 品野中学校 20200519
愛知県 新城市 入船公民館 20200518
三重県 伊勢市 上野小学校 20200518
三重県 員弁郡 東員町 城山幼稚園しろやま保育園 20200518
京都府 京都市 上京区 翔鸞小学校 20200521
大阪府 大阪市 淀川区 北中島小学校 20200519
大阪府 堺市 北区 大阪府立堺聴覚支援学校 20200520
大阪府 八尾市 用和幼稚園 20200520
大阪府 八尾市 永畑小学校 20200520
大阪府 和泉市 和気小学校 20200521



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

兵庫県 神戸市 北区 山田中学校 20200522
兵庫県 姫路市 飾磨西中学校 20200518
兵庫県 明石市 なすみ保育所 20200522
兵庫県 宝塚市 西谷小学校 20200522
兵庫県 川西市 新清和台幼稚園 20200518
奈良県 奈良市 奈良県立藤の木学園 20200522
奈良県 大和高田市 片塩小学校 20200521
和歌山県 和歌山市 高積中学校 20200518
和歌山県 有田郡 湯浅町 湯浅小学校 20200518
島根県 松江市 竹矢小学校 20200520
岡山県 岡山市 南区 南輝小学校 20200520
岡山県 倉敷市 天城小学校 20200522
広島県 広島市 東区 太田川病院ラパン保育園 20200518
広島県 広島市 西区 井口台中学校 20200522
広島県 三次市 三次中学校 20200520
広島県 安芸郡 海田町 海田東小学校 20200518
広島県 豊田郡 大崎上島町 大崎上島幼稚園 20200520
山口県 岩国市 そお小学校 20200522
山口県 岩国市 修成小学校 20200521
山口県 柳井市 ルンビニ第二保育園 20200520
山口県 山陽小野田市 厚陽中学校 20200520
徳島県 徳島市 南井上小学校 20200522
徳島県 勝浦郡 上勝町 上勝中学校 20200518
福岡県 福岡市 西区 さわら学園　あたごはま幼稚園 20200518
福岡県 大川市 一木幼稚園 20200518
長崎県 諌早市 湯江小学校 20200518
長崎県 大村市 県立大村特別支援学校 20200521

長崎県 東彼杵郡 東彼杵町
社会福祉法人なかよし福祉会
ひまわり保育園

20200520

熊本県 菊池郡 大津町 大津音楽幼稚園 20200518
熊本県 阿蘇郡 高森町 高森中央小学校 20200518
大分県 宇佐市 八幡小学校 20200518
宮崎県 北諸県郡 三股町 第一幼稚園 20200522
宮崎県 西臼杵郡 日之影町 宮水小学校 20200521
鹿児島県 鹿児島市 大龍小学校 20200522
鹿児島県 鹿児島市 春山小学校 20200518


