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北海道 札幌市北区 新琴似南小学校 2021/9/22
札幌市北区 太平南小学校 2021/9/22
旭川市 旭川白百合幼稚園 2021/9/22
留萌市 留萌聖園幼稚園 2021/9/24
江別市 中央小学校 2021/9/22
網走郡美幌町 東陽小学校 2021/9/21

青森県 青森市 青森明の星短期大学附属幼稚園 2021/9/21
青森市 浜田小学校 2021/9/24
弘前市 弘前みなみ幼稚園 2021/9/21
弘前市 和徳小学校 2021/9/21
弘前市 堀越小学校 2021/9/21
弘前市 豊田小学校 2021/9/24
八戸市 白鴎小学校 2021/9/22
八戸市 東中学校 2021/9/24
五所川原市 栄小学校 2021/9/24
三沢市 三沢小学校 2021/9/21
むつ市 こばと幼稚園 2021/9/22
つがる市 森田小学校 2021/9/22

岩手県 盛岡市 やちだも園山岸 2021/9/21
盛岡市 松園小学校 2021/9/22
盛岡市 ひめかみの風 2021/9/22
花巻市 総合花巻病院こどものくに保育園 2021/9/22
奥州市 水沢小学校 2021/9/22
紫波郡矢巾町 煙山小学校 2021/9/22

宮城県 仙台市青葉区 宮城教育大学附属小学校 2021/9/22
仙台市青葉区 桜丘小学校 2021/9/21
仙台市青葉区 北六番丁小学校 2021/9/24
仙台市青葉区 錦ヶ丘小学校 2021/9/22
仙台市青葉区 折立小学校 2021/9/22
仙台市宮城野区 宮城野小学校 2021/9/24
仙台市若林区 荒町小学校 2021/9/24
大崎市 古川中学校 2021/9/21
亘理郡山元町 山下小学校 2021/9/21

秋田県 秋田市 旭北小学校 2021/9/22
能代市 二ツ井小学校 2021/9/24

山形県 酒田市 宮野浦小学校 2021/9/21
天童市 山口児童クラブなでしこ 2021/9/22

福島県 福島市 蓬莱小学校 2021/9/21
会津若松市 謹教小学校 2021/9/22

茨城県 水戸市 常磐小学校 2021/9/22
牛久市 ひたち野牛久幼稚園 2021/9/21
つくば市 茎崎第三小学校 2021/9/22
つくば市 手代木南小学校 2021/9/21
ひたちなか市 前渡小学校 2021/9/24
つくばみらい市 谷和原幼稚園 2021/9/22
小美玉市 玉里保育園 2021/9/22

栃木県 宇都宮市 瑞穂台小学校 2021/9/21
下野市 祇園小学校 2021/9/21
下野市 石橋中学校 2021/9/22

群馬県 高崎市 高崎天使幼稚園 2021/9/21
高崎市 倉賀野小学校 2021/9/22

埼玉県 さいたま市西区 指扇小学校 2021/9/24
さいたま市西区 栄小学校 2021/9/21
さいたま市桜区 中島小学校 2021/9/22
さいたま市浦和区 木崎小学校 2021/9/22
さいたま市南区 南浦和小学校 2021/9/21
さいたま市南区 文蔵小学校 2021/9/21
さいたま市岩槻区 河合小学校 2021/9/24
川口市 芝樋ノ爪小学校 2021/9/21
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埼玉県 川口市 新郷南小学校 2021/9/21
川口市 慈林小学校 2021/9/21
所沢市 松井小学校 2021/9/22
所沢市 所沢市立南小学校 2021/9/24
所沢市 所沢市立南小学校 2021/9/24
加須市 加須小学校 2021/9/21
春日部市 八木崎小学校 2021/9/24
狭山市 広瀬小学校 2021/9/21
狭山市 狭山台小学校 2021/9/24
上尾市 東小学校 2021/9/21
蕨市 みどり保育園 2021/9/22
入間市 豊岡小学校 2021/9/24
和光市 和光市立第五小学校 2021/9/21
新座市 片山小学校 2021/9/21
久喜市 おひさま保育園 2021/9/22
久喜市 栗橋南小学校 2021/9/22
幸手市 さくら小学校 2021/9/21
日高市 日高富士見台幼稚園 2021/9/21

千葉県 千葉市中央区 仁戸名小学校 2021/9/21
千葉市中央区 松ケ丘中学校 2021/9/24
千葉市花見川区 由田学園・千葉幼稚園 2021/9/21
千葉市稲毛区 緑町小学校 2021/9/21
千葉市若葉区 桜木小学校 2021/9/21
千葉市美浜区 子鹿幼稚園 2021/9/22
千葉市美浜区 真砂西小学校 2021/9/22
市川市 稲荷木小学校 2021/9/21
船橋市 法典小学校 2021/9/21
船橋市 海神南小学校 2021/9/21
船橋市 三咲小学校 2021/9/24
船橋市 二和小学校 2021/9/21
松戸市 南部小学校 2021/9/22
松戸市 大橋小学校 2021/9/21
松戸市 松ケ丘小学校 2021/9/22
松戸市 県立つくし特別支援学校 2021/9/21
松戸市 六実第三小学校 2021/9/24
野田市 岩木小学校 2021/9/21
東金市 城西小学校 2021/9/21
柏市 柏第五小学校 2021/9/21
柏市 花野井小学校 2021/9/22
柏市 さわやかちば県民プラザ 2021/9/22
勝浦市 勝浦こども園 2021/9/21
流山市 柏市立光ケ丘小学校 2021/9/21
流山市 東小学校 2021/9/22
八千代市 高津小学校 2021/9/22
我孫子市 湖北台東小学校 2021/9/22
印西市 原山幼稚園 2021/9/24
いすみ市 大原小学校 2021/9/22
長生郡長南町 長生学園幼稚園 2021/9/22

東京都 港区 中之町幼稚園 2021/9/22
新宿区 市谷小学校 2021/9/21
目黒区 油面小学校 2021/9/21
世田谷区 国本学園　国本幼稚園 2021/9/22
世田谷区 瀬田小学校 2021/9/24
世田谷区 用賀小学校 2021/9/24
世田谷区 弦巻小学校 2021/9/21
世田谷区 松沢小学校 2021/9/22
世田谷区 三宿小学校 2021/9/22
世田谷区 弦巻中学校 2021/9/24
渋谷区 千駄谷小学校 2021/9/21
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東京都 渋谷区 笹塚中学校 2021/9/21
杉並区 杉並日の出幼稚園 2021/9/21
杉並区 済美小学校 2021/9/22
杉並区 松庵小学校 2021/9/22
豊島区 さくら小学校 2021/9/22
豊島区 高松小学校 2021/9/22
荒川区 第三瑞光小学校 2021/9/24
板橋区 徳丸幼稚園 2021/9/24
練馬区 立野小学校 2021/9/24
練馬区 光和小学校 2021/9/22
葛飾区 やくし幼稚園 2021/9/21
葛飾区 奥戸小学校 2021/9/21
江戸川区 南小岩第二小学校 2021/9/21
江戸川区 第二葛西小学校 2021/9/22
八王子市 南多摩幼稚園 2021/9/21
八王子市 椚田小学校 2021/9/21
八王子市 由木中学校 2021/9/22
立川市 みたから幼稚園 2021/9/21
三鷹市 東台小学校 2021/9/22
府中市 府中白糸台幼稚園 2021/9/21
府中市 府中第十小学校 2021/9/24
府中市 四谷小学校 2021/9/22
調布市 八雲台小学校 2021/9/24
町田市 日本聾話学校 2021/9/24
町田市 町田市立南第四小学校 2021/9/21
小金井市 小金井第一小学校 2021/9/24
小平市 たかのだい幼稚園 2021/9/22
小平市 小平第一小学校 2021/9/21
日野市 滝合小学校 2021/9/22
東村山市 南台小学校 2021/9/21
多摩市 諏訪幼稚園 2021/9/21
多摩市 南鶴牧小学校 2021/9/22
稲城市 稲城第一小学校 2021/9/24
あきる野市 草花小学校 2021/9/22

神奈川県 横浜市鶴見区 市場小学校 2021/9/21
横浜市鶴見区 矢向小学校 2021/9/24
横浜市鶴見区 旭小学校 2021/9/22
横浜市神奈川区 小鳩保育園 2021/9/22
横浜市神奈川区 羽沢小学校 2021/9/24
横浜市神奈川区 南神大寺小学校 2021/9/24
横浜市西区 稲荷台小学校 2021/9/21
横浜市南区 南太田小学校 2021/9/21
横浜市南区 南小学校 2021/9/22
横浜市保土ケ谷区 富士見台小学校 2021/9/24
横浜市港北区 綱島東小学校 2021/9/22
横浜市戸塚区 境木小学校 2021/9/24
横浜市戸塚区 東汲沢小学校 2021/9/24
横浜市戸塚区 下郷小学校 2021/9/24
横浜市戸塚区 鳥が丘小学校 2021/9/22
横浜市戸塚区 平戸台小学校 2021/9/24
横浜市戸塚区 東戸塚小学校 2021/9/24
横浜市港南区 相武山小学校 2021/9/22
横浜市旭区 笹野台小学校 2021/9/24
横浜市青葉区 もえぎ野小学校 2021/9/21
横浜市青葉区 藤が丘小学校 2021/9/22
横浜市都筑区 中川小学校 2021/9/21
川崎市川崎区 若宮幼稚園 2021/9/21
川崎市川崎区 宮前小学校 2021/9/21
川崎市川崎区 さくら小学校 2021/9/21
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神奈川県 川崎市幸区 南河原小学校 2021/9/24
川崎市幸区 夢見ケ崎小学校 2021/9/24
川崎市中原区 大谷戸小学校 2021/9/24
川崎市中原区 宮内小学校 2021/9/24
川崎市多摩区 日本女子大学附属中学校 2021/9/21
川崎市宮前区 鷺沼小学校 2021/9/21
川崎市麻生区 千代ケ丘小学校 2021/9/24
相模原市緑区 橋本小学校 2021/9/22
相模原市中央区 幼児保育研究所　めだか子供の家 2021/9/21
平塚市 花乃幼稚園 2021/9/21
平塚市 みずほ小学校 2021/9/24
鎌倉市 西鎌倉小学校 2021/9/22
藤沢市 藤沢小学校 2021/9/22
藤沢市 片瀬小学校 2021/9/21
藤沢市 長後小学校 2021/9/22
藤沢市 鵠沼小学校 2021/9/21
藤沢市 鵠沼中学校 2021/9/21
小田原市 矢作小学校 2021/9/22
小田原市 豊川小学校 2021/9/24
三浦市 名向小学校 2021/9/22
秦野市 秦野養護学校 2021/9/22
大和市 下福田小学校 2021/9/22
大和市 中央林間小学校 2021/9/24
座間市 座間小学校 2021/9/21
高座郡寒川町 寒川町立南小学校 2021/9/22
中郡大磯町 大磯小学校 2021/9/21

新潟県 新潟市北区 太夫浜小学校 2021/9/22
三条市 嵐南小学校 2021/9/21
十日町市 ふれあいの丘支援学校 2021/9/22
南魚沼市 八海高等学校 2021/9/21

富山県 富山市 呉羽小学校 2021/9/22
富山市 富山市立中央小学校 2021/9/21
富山市 片山学園中学校 2021/9/21
高岡市 戸出東部小学校 2021/9/22
射水市 片口小学校 2021/9/24

石川県 金沢市 西小学校 2021/9/22
金沢市 泉小学校 2021/9/22
小松市 芦城小学校 2021/9/22
かほく市 認定こども園うのけ幼稚園 2021/9/24

福井県 福井市 豊小学校 2021/9/22
勝山市 村岡小学校 2021/9/22
鯖江市 すみれ保育園 2021/9/24
坂井市 春江中学校 2021/9/22

山梨県 甲州市 勝沼授産園 2021/9/24
南都留郡忍野村 忍野小学校 2021/9/24
南都留郡忍野村 富士聖ヨハネ学園 2021/9/21

長野県 長野市 若槻小学校 2021/9/22
松本市 旭町小学校 2021/9/24
松本市 波田小学校 2021/9/22
松本市 芝沢小学校 2021/9/22
飯田市 入舟幼稚園･入舟保育園 2021/9/21
塩尻市 塩尻西小学校 2021/9/22
佐久市 岸野保育園 2021/9/22

岐阜県 岐阜市 鶉小学校 2021/9/22
岐阜市 岐阜市民病院小児科 2021/9/22
高山市 栃尾小学校 2021/9/24
多治見市 多治見市養正公民館 2021/9/21
関市 県立中濃特別支援学校 2021/9/24
関市 岐阜医療科学大学 2021/9/24
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岐阜県 中津川市 加子母中学校 2021/9/21
羽島市 正木小学校 2021/9/22
羽島市 羽島特別支援学校 2021/9/22
土岐市 みなみ保育園 2021/9/24
各務原市 合歓の木幼稚園 2021/9/22
可児市 東明小学校 2021/9/21
郡上市 八幡西中学校 2021/9/24

静岡県 静岡市駿河区 ふじみ幼稚園 2021/9/22
浜松市中区 富塚小学校 2021/9/21
浜松市中区 追分小学校 2021/9/22
富士市 認定こども園富士見台リズム 2021/9/21
袋井市 周南中学校 2021/9/22
牧之原市 牧之原市立図書館 2021/9/21

愛知県 名古屋市東区 東海中学校 2021/9/24
豊橋市 大崎小学校 2021/9/22
豊橋市 谷川小学校 2021/9/22
岡崎市 めぐみ幼稚園 2021/9/22
瀬戸市 雪の聖母幼稚園 2021/9/21
瀬戸市 西陵小学校 2021/9/24
瀬戸市 にじの丘学園 2021/9/24
春日井市 柏原小学校 2021/9/24
春日井市 上条小学校 2021/9/21
安城市 安城南中学校 2021/9/22
小牧市 ソーシャル　インクルーシィブ　ピープル 2021/9/21
大府市 共長小学校 2021/9/21
知多市 旭北小学校 2021/9/21
愛西市 佐織特別支援学校 2021/9/21
西春日井郡豊山町 豊山学園天使幼稚園 2021/9/21

三重県 津市 のむら幼稚園 2021/9/24
四日市市 県立特別支援学校北勢きらら学園 2021/9/21
伊勢市 明倫小学校 2021/9/21
伊勢市 有緝小学校 2021/9/21
桑名市 星見ヶ丘小学校 2021/9/22
名張市 近畿大学工業高等専門学校 2021/9/24

滋賀県 大津市 逢坂幼稚園 2021/9/22
大津市 近松保育園 2021/9/22
大津市 瀬田南小学校 2021/9/21
長浜市 びわ南小学校 2021/9/21
近江八幡市 金田幼稚園 2021/9/21
草津市 老上小学校 2021/9/22
草津市 矢倉小学校 2021/9/22
草津市 笠縫東小学校 2021/9/21
守山市 立入が丘小学校 2021/9/21
栗東市 さきらジュニアオーケストラアカデミー 2021/9/24

京都府 京都市北区 幼保連携型認定こども園　衣笠幼稚園 2021/9/21
京都市中京区 御所南小学校 2021/9/22
京都市南区 大藪小学校 2021/9/21
京都市山科区 京都産業大学　すみれ幼稚園 2021/9/22
京都市西京区 樫原小学校 2021/9/22

大阪府 大阪市生野区 鶴橋小学校 2021/9/22
大阪市阿倍野区 晴明丘小学校 2021/9/22
大阪市住吉区 大領小学校 2021/9/22
大阪市西成区 玉出小学校 2021/9/21
大阪市淀川区 西三国小学校 2021/9/22
大阪市北区 西天満小学校 2021/9/21
堺市東区 日置荘小学校 2021/9/22
堺市東区 登美丘西小学校 2021/9/24
堺市北区 陵南中学校 2021/9/22
豊中市 あけぼの幼稚園 2021/9/21
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大阪府 豊中市 上野小学校 2021/9/21
豊中市 泉丘小学校 2021/9/24
豊中市 桜塚小学校 2021/9/21
高槻市 五領小学校 2021/9/21
高槻市 若松小学校 2021/9/21
枚方市 香里小学校 2021/9/21
枚方市 殿山第二小学校 2021/9/21
枚方市 菅原小学校 2021/9/22
枚方市 藤阪小学校 2021/9/22
八尾市 東山本小学校 2021/9/21
河内長野市 石仏小学校 2021/9/22
箕面市 瀬川保育園 2021/9/22
柏原市 国分小学校 2021/9/22
柏原市 堅上中学校 2021/9/24
摂津市 別府小学校 2021/9/22
東大阪市 縄手北小学校 2021/9/22
泉南市 一丘小学校 2021/9/24
交野市 岩船小学校 2021/9/22

兵庫県 神戸市兵庫区 神戸祇園小学校 2021/9/21
神戸市長田区 長田小学校 2021/9/22
神戸市垂水区 多聞台小学校 2021/9/22
神戸市北区 箕谷小学校 2021/9/22
神戸市北区 小部小学校 2021/9/22
神戸市中央区 あづま幼稚園 2021/9/21
姫路市 高岡小学校 2021/9/24
姫路市 御国野小学校 2021/9/21
尼崎市 浜田小学校 2021/9/21
明石市 清水幼稚園 2021/9/22
明石市 林幼稚園 2021/9/22
芦屋市 岩園小学校 2021/9/22
芦屋市 打出浜小学校 2021/9/21
加古川市 浜の宮小学校 2021/9/22
三田市 ゆりのき台中学校 2021/9/22
佐用郡佐用町 佐用小学校 2021/9/24

奈良県 奈良市 奈良女子大学附属小学校 2021/9/21
奈良市 二名小学校 2021/9/21
奈良市 富雄南小学校 2021/9/22
奈良市 西大寺北小学校 2021/9/22
大和高田市 陵西小学校 2021/9/22
大和郡山市 郡山西小学校 2021/9/21
橿原市 晩成幼稚園 2021/9/24
橿原市 今井小学校 2021/9/24
香芝市 二上小学校 2021/9/22
生駒郡平群町 平群小学校 2021/9/21
吉野郡大淀町 県立大淀養護学校 2021/9/24
吉野郡下北山村 下北山小学校 2021/9/22

和歌山県 和歌山市 岡崎小学校 2021/9/22
新宮市 和歌山県立みくまの支援学校 2021/9/24
日高郡美浜町 和田小学校 2021/9/21

島根県 出雲市 たいしゃ保育園 2021/9/21
出雲市 第二中学校 2021/9/22

岡山県 岡山市北区 旭川荘みどり学園 2021/9/21
岡山市北区 西小学校 2021/9/24
岡山市中区 高島小学校 2021/9/24
岡山市東区 雄神幼稚園 2021/9/21
倉敷市 味野小学校 2021/9/22
倉敷市 岡山朝鮮学園　岡山朝鮮初中級学校 2021/9/21
玉野市 日比中学校 2021/9/22
井原市 井原小学校 2021/9/22
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広島県 広島市安佐南区 緑井小学校 2021/9/21
広島市安佐南区 伴小学校 2021/9/22
広島市安佐北区 高陽中学校 2021/9/21
広島市安芸区 みどり坂小学校 2021/9/24
広島市佐伯区 八幡小学校 2021/9/21
三原市 広島県立三原特別支援学校 2021/9/24
尾道市 新高山めぐみ幼稚園 2021/9/21
尾道市 日比崎小学校 2021/9/21
尾道市 高須小学校 2021/9/21
福山市 松永幼稚園 2021/9/24
福山市 福山あゆみこども園 2021/9/22
福山市 認定こども園　西部めばえ 2021/9/22
東広島市 三ツ城小学校 2021/9/24
東広島市 八本松小学校 2021/9/21
安芸郡熊野町 熊野第三小学校 2021/9/21

山口県 下関市 王喜小学校 2021/9/21
山口市 秋穂小学校 2021/9/22
山口市 大殿小学校 2021/9/22
山口市 小郡南小学校 2021/9/22
防府市 新田小学校 2021/9/21
防府市 大道小学校 2021/9/22
防府市 牟礼南小学校 2021/9/21
周南市 秋月小学校 2021/9/21

徳島県 板野郡松茂町 北島学園さゆり幼稚園 2021/9/22
香川県 高松市 太田南小学校 2021/9/24

さぬき市 寒川小学校 2021/9/22
愛媛県 松山市 東雲小学校 2021/9/24

松山市 生石小学校 2021/9/22
松山市 雄郡小学校 2021/9/21
松山市 桑原小学校 2021/9/24
松山市 味生小学校 2021/9/22
西予市 城川小学校 2021/9/21

高知県 高知市 高須小学校 2021/9/21
福岡県 北九州市小倉北区 福岡県立小倉聴覚特別支援学校 2021/9/21

福岡市東区 箱崎幼稚園 2021/9/24
福岡市博多区 住吉小学校 2021/9/22
福岡市南区 長住小学校 2021/9/24
福岡市城南区 別府小学校 2021/9/22
福岡市早良区 有住小学校 2021/9/21
大川市 一木幼稚園 2021/9/22
小郡市 東野小学校 2021/9/22

佐賀県 佐賀市 新栄幼稚園・栄保育園 2021/9/21
佐賀市 県立金立特別支援学校 2021/9/21
鳥栖市 弥生が丘小学校 2021/9/21

長崎県 長崎市 長崎県立長崎特別支援学校 2021/9/21
佐世保市 潮見幼稚園 2021/9/21
佐世保市 日野小学校 2021/9/21
西彼杵郡時津町 時津小学校 2021/9/22

熊本県 熊本市東区 山ノ内小学校 2021/9/24
熊本市東区 月出小学校 2021/9/24
熊本市西区 和孝学園ちぐさ幼稚園 2021/9/21
荒尾市 万田小学校 2021/9/24

大分県 大分市 東大分小学校 2021/9/24
大分市 敷戸小学校 2021/9/22
大分市 田尻小学校 2021/9/21

宮崎県 宮崎市 サティ子ども園 2021/9/21
都城市 西中学校 2021/9/24
日向市 日知屋東小学校 2021/9/21

鹿児島県 鹿児島市 松元幼稚園 2021/9/21
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鹿児島県 鹿児島市 草牟田小学校 2021/9/21
鹿児島市 明和小学校 2021/9/21
鹿児島市 喜入中学校 2021/9/24
鹿屋市 第一鹿屋中学校 2021/9/21

沖縄県 那覇市 天久小学校 2021/9/22
那覇市 上間小学校 2021/9/22
沖縄市 美原小学校 2021/9/24
豊見城市 ゆたか小学校 2021/9/22
島尻郡南風原町 南風原小学校 2021/9/22

ありがとうございました！
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