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北海道 常呂郡佐呂間町 佐呂間小学校 2021/7/5
青森県 八戸市 長者小学校 2021/7/7

青森市 浪館小学校 2021/7/8
五所川原市 栄小学校 2021/7/5
南津軽郡藤崎町 藤崎小学校 2021/7/9

岩手県 紫波郡矢巾町 煙山小学校 2021/7/5
宮城県 刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2021/7/8

刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2021/7/5
秋田県 大館市 有浦小学校 2021/7/7
茨城県 つくばみらい市 わかくさ幼稚園 2021/7/9

水戸市 千波小学校 2021/7/7
取手市 宮和田小学校 2021/7/7
取手市 高井小学校 2021/7/9
稲敷郡阿見町 霞ケ浦聾学校 2021/7/7
ひたちなか市 田彦小学校 2021/7/9

栃木県 宇都宮市 マリア幼稚園 2021/7/7
宇都宮市 豊郷中央小学校 2021/7/5
大田原市 西原小学校 2021/7/5
下都賀郡野木町 南赤塚小学校 2021/7/9
宇都宮市 宮の原小学校 2021/7/5
真岡市 真岡西小学校 2021/7/8
宇都宮市 宮の原中学校 2021/7/8

群馬県 伊勢崎市 あずま北小学校 2021/7/5
埼玉県 白岡市 杉の子幼稚園 2021/7/8

上尾市 たけうま保育所 2021/7/8
東松山市 松山第一小学校 2021/7/8
越谷市 大沢小学校 2021/7/9
川口市 前川東小学校 2021/7/7
熊谷市 江南南小学校 2021/7/8
比企郡嵐山町 菅谷小学校 2021/7/7
越谷市 花田小学校 2021/7/8
川越市 山田小学校 2021/7/7
春日部市 内牧小学校 2021/7/7
八潮市 潮止小学校 2021/7/9
越谷市 平方小学校 2021/7/8
所沢市 安松小学校 2021/7/7
鴻巣市 馬室小学校 2021/7/5
さいたま市見沼区 春野小学校 2021/7/5
さいたま市大宮区 大宮北小学校 2021/7/9
川越市 霞ケ関西小学校 2021/7/8
越谷市 西方小学校 2021/7/7
新座市 第四小学校 2021/7/5
白岡市 南小学校 2021/7/7
狭山市 御狩場小学校 2021/7/7
川口市 幸並中学校 2021/7/7

千葉県 成田市 成田幼稚園 2021/7/7
千葉市美浜区 千葉敬愛短期大学附属幼稚園 2021/7/8
浦安市 青葉幼稚園 2021/7/7
千葉市若葉区 若松台幼稚園 2021/7/8
千葉市若葉区 千城台南幼稚園 2021/7/7
千葉市花見川区 花園小学校 2021/7/8
松戸市 矢切小学校 2021/7/8
千葉市中央区 鶴沢小学校 2021/7/5
松戸市 中部小学校 2021/7/9
佐倉市 佐倉小学校 2021/7/7
船橋市 二宮小学校 2021/7/7
市川市 八幡小学校 2021/7/5
東金市 鴇嶺小学校 2021/7/8
松戸市 東部小学校 2021/7/8
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千葉県 流山市 新川小学校 2021/7/8
流山市 八木南小学校 2021/7/8
千葉市花見川区 こてはし台小学校 2021/7/8
船橋市 飯山満南小学校 2021/7/9
松戸市 殿平賀小学校 2021/7/7
柏市 藤心小学校 2021/7/8
我孫子市 並木小学校 2021/7/5
白井市 桜台小学校 2021/7/9
流山市 暁星国際流山小学校 2021/7/7
千葉市美浜区 高洲第四小学校 2021/7/8
松戸市 上本郷第二小学校 2021/7/9
松戸市 幸谷小学校 2021/7/7
船橋市 二和小学校 2021/7/9
千葉市花見川区 花園中学校 2021/7/5

東京都 調布市 マルガリタ幼稚園 2021/7/7
府中市 府中白糸台幼稚園 2021/7/9
練馬区 高松幼稚園 2021/7/9
中央区 月島第一幼稚園 2021/7/7
調布市 仙川かおる幼稚園 2021/7/8
練馬区 北町カトリック幼稚園 2021/7/7
江東区 つばめ幼稚園 2021/7/8
府中市 明星幼稚園 2021/7/5
府中市 府中おともだち幼稚園 2021/7/7
世田谷区 祖師谷小学校 2021/7/8
世田谷区 桜町小学校 2021/7/5
練馬区 練馬小学校 2021/7/7
調布市 晃華学園小学校 2021/7/5
多摩市 大松台小学校 2021/7/8
文京区 礫川小学校 2021/7/9
狛江市 狛江第三小学校 2021/7/8
八王子市 みなみ野小学校 2021/7/5
北区 聖学院小学校 2021/7/8
世田谷区 芦花小学校 2021/7/5
八王子市 八王子市立第七小学校 2021/7/5
調布市 第一小学校 2021/7/9
江戸川区 春江小学校 2021/7/7
稲城市 稲城第四小学校 2021/7/7
東久留米市 第九小学校 2021/7/7
江戸川区 新堀小学校 2021/7/7
調布市 第二小学校 2021/7/9
あきる野市 増戸小学校 2021/7/9
杉並区 八成小学校 2021/7/8
大田区 矢口西小学校 2021/7/5
町田市 つくし野小学校 2021/7/5
三鷹市 高山小学校 2021/7/9
町田市 南成瀬小学校 2021/7/7
江東区 第四砂町小学校 2021/7/7

神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セント・メリー幼稚園 2021/7/5
足柄下郡湯河原町 福浦幼稚園 2021/7/5
横須賀市 長井婦人会こども園 2021/7/7
川崎市川崎区 藤崎小学校 2021/7/7
横浜市神奈川区 三ツ沢小学校 2021/7/9
横浜市金沢区 瀬ケ崎小学校 2021/7/8
川崎市川崎区 小田小学校 2021/7/8
川崎市高津区 東高津小学校 2021/7/8
川崎市麻生区 西生田小学校 2021/7/7
鎌倉市 大船小学校 2021/7/9
横浜市鶴見区 東台小学校 2021/7/8
横浜市栄区 千秀小学校 2021/7/8
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神奈川県 横浜市戸塚区 境木小学校 2021/7/7
横浜市磯子区 浜小学校 2021/7/9
座間市 相武台東小学校 2021/7/9
横浜市港北区 篠原西小学校 2021/7/9
平塚市 土屋小学校 2021/7/7
横浜市旭区 南本宿小学校 2021/7/9
横浜市戸塚区 戸塚小学校 2021/7/9
横浜市泉区 いずみ野小学校 2021/7/9
川崎市宮前区 西有馬小学校 2021/7/9
横浜市港北区 大豆戸小学校 2021/7/9
横浜市都筑区 中川小学校 2021/7/7
座間市 東原小学校 2021/7/9
横浜市磯子区 洋光台第二小学校 2021/7/8
横浜市青葉区 新石川小学校 2021/7/5
横浜市青葉区 さつきが丘小学校 2021/7/5

新潟県 長岡市 与板こども園 2021/7/8
佐渡市 金井中学校 2021/7/5

富山県 富山市 富山市五番町幼稚園 2021/7/9
高岡市 野村小学校 2021/7/9
魚津市 経田小学校 2021/7/9
高岡市 芳野中学校 2021/7/7

石川県 金沢市 すずらん保育園 2021/7/7
金沢市 米丸小学校 2021/7/7

福井県 福井市 和田小学校 2021/7/5
長野県 松本市 村井保育園 2021/7/7

上田市 西小学校 2021/7/5
岐阜県 岐阜市 市橋小学校 2021/7/8

羽島市 児童デイサービス　かみなりくん 2021/7/5
飛騨市 岐阜県立飛騨吉城特別支援学校 2021/7/8

静岡県 浜松市西区 春日こども園 2021/7/9
静岡市清水区 清水白百合幼稚園 2021/7/5
浜松市中区 富塚幼稚園 2021/7/7
磐田市 磐田南幼稚園 2021/7/8
磐田市 大藤こども園 2021/7/7
浜松市北区 中川幼稚園 2021/7/7
富士宮市 認定こども園リーチェル幼稚園 2021/7/8
浜松市中区 葵が丘小学校 2021/7/7
富士宮市 大富士小学校 2021/7/9
沼津市 第四小学校 2021/7/8
静岡市駿河区 中島小学校 2021/7/7
周智郡森町 森中学校 2021/7/7

愛知県 瀬戸市 マリア幼稚園 2021/7/7
豊田市 浄水松元幼稚園 2021/7/9
名古屋市東区 筒井幼稚園 2021/7/5
豊田市 こじまこども園 2021/7/7
岡崎市 たつみ幼稚園 2021/7/5
大府市 大府大和幼稚園 2021/7/7
名古屋市千種区 自由ケ丘幼稚園 2021/7/7
名古屋市昭和区 みちる幼稚園 2021/7/9
豊橋市 新川小学校 2021/7/5
安城市 安城東部小学校 2021/7/9
江南市 布袋小学校 2021/7/7
尾張旭市 城山小学校 2021/7/8
大府市 北山小学校 2021/7/9
豊川市 御油小学校 2021/7/7
大府市 大東小学校 2021/7/9
知多郡東浦町 森岡小学校 2021/7/9
豊橋市 栄小学校 2021/7/7
豊川市 愛知県立豊川特別支援学校 2021/7/8
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愛知県 大府市 大府中学校 2021/7/7
三重県 伊勢市 厚生小学校 2021/7/8

鈴鹿市 一ノ宮小学校 2021/7/7
桑名市 大山田北小学校 2021/7/5
鈴鹿市 桜島小学校 2021/7/8

滋賀県 蒲生郡竜王町 竜王幼稚園 2021/7/9
東近江市 さくらんぼ幼児園 2021/7/7

京都府 京都市左京区 認定こども園ふたば幼稚園 2021/7/5
京都市右京区 高雄小学校 2021/7/7
京都市西京区 樫原小学校 2021/7/8
京都市西京区 大枝小学校 2021/7/5

大阪府 大阪市東淀川区 徳蔵寺保育園 2021/7/9
大阪市住吉区 清水丘小学校 2021/7/7
堺市北区 五箇荘小学校 2021/7/7
豊中市 上野小学校 2021/7/8
池田市 神田小学校 2021/7/8
箕面市 彩都の丘学園 2021/7/9
藤井寺市 道明寺南小学校 2021/7/9
寝屋川市 中央小学校 2021/7/7

兵庫県 明石市 人丸幼稚園 2021/7/7
姫路市 飾磨幼稚園 2021/7/7
相生市 相生幼稚園 2021/7/5
赤穂市 尾崎幼稚園 2021/7/8
朝来市 糸井小学校 2021/7/7
明石市 朝霧小学校 2021/7/7
尼崎市 武庫南小学校 2021/7/9
西宮市 浜甲子園中学校 2021/7/9
神崎郡神河町 神河中学校 2021/7/5
姫路市 夢前中学校 2021/7/9

奈良県 大和郡山市 片桐幼稚園 2021/7/7
大和郡山市 筒井小学校 2021/7/8
橿原市 畝傍南小学校 2021/7/7

和歌山県 西牟婁郡白浜町 白浜保育園 2021/7/5
島根県 安来市 伯太中学校 2021/7/7

松江市 島根中学校 2021/7/7
岡山県 倉敷市 第二まこと幼稚園 2021/7/7

津山市 広戸小学校 2021/7/7
岡山市東区 西大寺小学校 2021/7/7

広島県 尾道市 日比崎小学校 2021/7/7
竹原市 中通小学校 2021/7/7
呉市 郷原小学校 2021/7/7
福山市 「ゼノ」こばと園 2021/7/5

山口県 防府市 玉祖保育園 2021/7/8
岩国市 東小学校 2021/7/7
周南市 久米小学校 2021/7/7
宇部市 厚南小学校 2021/7/8

徳島県 徳島市 八万小学校 2021/7/9
板野郡板野町 徳島県立板野支援学校 2021/7/7

香川県 さぬき市 長尾幼稚園 2021/7/7
高松市 鶴尾小学校 2021/7/8

愛媛県 東温市 重信幼稚園 2021/7/5
松山市 余土小学校 2021/7/7

福岡県 認定こども園　
東海大学付属自由ケ丘幼稚園

朝倉郡筑前町 東小田小学校 2021/7/5
小郡市 のぞみが丘小学校 2021/7/7
三瀦郡大木町 木佐木小学校 2021/7/5
福岡市西区 内浜小学校 2021/7/5
北九州市若松区 ひびきの小学校 2021/7/9

2021/7/8宗像市
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福岡県 八女市 福島小学校 2021/7/9
福岡市早良区 有住小学校 2021/7/9
筑紫野市 阿志岐小学校 2021/7/5
福岡市東区 松島小学校 2021/7/5
太宰府市 太宰府南小学校 2021/7/7

佐賀県 鳥栖市 弥生が丘小学校 2021/7/9
佐賀市 循誘小学校 2021/7/5

長崎県 長崎市 聖マリア幼稚園 2021/7/5
長崎市 深堀小学校 2021/7/7
長崎市 仁田佐古小学校 2021/7/9
佐世保市 大野小学校 2021/7/5
長崎市 高城台小学校 2021/7/7
対馬市 豆酘小学校 2021/7/7
対馬市 豆酘中学校 2021/7/9

熊本県 熊本市西区 城西小学校 2021/7/9
大分県 大分市 三佐小学校 2021/7/5

大分市 明野東小学校 2021/7/7
大分市 桃園小学校 2021/7/5

宮崎県 東臼杵郡門川町 門川小学校 2021/7/8
延岡市 緑ケ丘小学校 2021/7/7

鹿児島県 鹿児島市 山下小学校 2021/7/8
鹿屋市 鹿屋小学校 2021/7/9
奄美市 奄美小学校 2021/7/7
鹿児島市 川上小学校 2021/7/9
鹿児島市 名山小学校 2021/7/9
鹿児島市 武小学校 2021/7/9

ありがとうございました！
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