
　　　　　　　ベルマーク2021年10月第２週（10/４～10/10）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 札幌市中央区 桑園小学校 2021/10/4
札幌市中央区 円山小学校 2021/10/4
札幌市北区 札幌三育幼稚園 2021/10/5
札幌市北区 幌北小学校 2021/10/4
札幌市北区 和光小学校 2021/10/5

帯広市 帯広小学校 2021/10/4
苫小牧市 北海道カトリック学園苫小牧聖母幼稚園 2021/10/4
江別市 上江別小学校 2021/10/4
江別市 東野幌小学校 2021/10/4
江別市 大麻西小学校 2021/10/4
名寄市 名寄東中学校 2021/10/7
北斗市 久根別小学校 2021/10/4
紋別郡遠軽町 東小学校 2021/10/4
河東郡士幌町 士幌小学校 2021/10/4
川上郡弟子屈町 弟子屈小学校 2021/10/4

青森県 青森市 堤小学校 2021/10/4
弘前市 東小学校 2021/10/4
八戸市 青潮小学校 2021/10/4
北津軽郡板柳町 板柳南小学校 2021/10/4

岩手県 盛岡市 北厨川小学校 2021/10/6
滝沢市 滝沢中央小学校 2021/10/4

宮城県 仙台市青葉区 宮城教育大学附属小学校 2021/10/7
仙台市宮城野区 西山小学校 2021/10/4
仙台市太白区 大野田小学校 2021/10/7
仙台市太白区 大野田小学校 2021/10/7
気仙沼市 松岩小学校 2021/10/5
東松島市 矢本第二中学校 2021/10/5
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2021/10/5
柴田郡大河原町 大河原小学校 2021/10/4
柴田郡柴田町 船岡小学校 2021/10/4

秋田県 秋田市 牛島小学校 2021/10/4
秋田市 仁井田小学校 2021/10/4
能代市 第四小学校 2021/10/4
大館市 城南小学校 2021/10/7
大館市 城西小学校 2021/10/4
潟上市 追分幼稚園 2021/10/7
潟上市 天王小学校 2021/10/4
大仙市 秋田県立大曲支援学校 2021/10/4
南秋田郡五城目町 チャイルドステーション　ゆうゆう 2021/10/4

山形県 鶴岡市 朝暘第三小学校 2021/10/4
最上郡戸沢村 戸沢学園 2021/10/4

福島県 福島市 南向台小学校 2021/10/4
郡山市 金透小学校 2021/10/4
いわき市 いわき市立平第二小学校 2021/10/5
いわき市 永崎小学校 2021/10/4
須賀川市 大東中学校 2021/10/6
喜多方市 喜多方市塩川公民館 2021/10/4
南相馬市 高平小学校 2021/10/4
伊達市 伊達小学校 2021/10/5
西白河郡中島村 中島幼稚園 2021/10/7
東白川郡棚倉町 近津小学校 2021/10/4

茨城県 水戸市 浜田小学校 2021/10/4
水戸市 堀原小学校 2021/10/5
取手市 取手小学校 2021/10/4
取手市 六郷小学校 2021/10/4
ひたちなか市 田彦小学校 2021/10/7
常陸大宮市 大宮小学校 2021/10/4

北海道立旭川肢体不自由児総合療育セ
ンター

2021/10/4旭川市
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　　　　　　　ベルマーク2021年10月第２週（10/４～10/10）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

茨城県 稲敷市 江戸崎小学校 2021/10/4
栃木県 宇都宮市 認定こども園さくらが丘 2021/10/5

栃木市 栃木中央小学校 2021/10/4
那須塩原市 西那須野幼稚園 2021/10/5
さくら市 氏家キリスト教会ヒカリ園 2021/10/4
さくら市 押上小学校 2021/10/4

群馬県 前橋市 総社小学校 2021/10/5
前橋市 荒牧小学校 2021/10/6
前橋市 荒牧小学校 2021/10/6
前橋市 前橋市立第六中学校 2021/10/6
桐生市 清流中学校 2021/10/4
渋川市 ひまわり園 2021/10/4
安中市 安中小学校 2021/10/4
北群馬郡榛東村 榛東村立北小学校 2021/10/4
吾妻郡東吾妻町 原町小学校 2021/10/4
邑楽郡邑楽町 中野幼稚園 2021/10/7
邑楽郡邑楽町 長柄小学校 2021/10/4

埼玉県 さいたま市北区 埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園 2021/10/4
さいたま市北区 つばさ小学校 2021/10/6
さいたま市見沼区 島小学校 2021/10/4
さいたま市南区 浦和大里小学校 2021/10/4
さいたま市南区 浦和大里小学校 2021/10/4
川越市 南古谷小学校 2021/10/4
川越市 霞ケ関小学校 2021/10/4
川越市 寺尾中学校 2021/10/4
行田市 まつたけ幼稚園 2021/10/7
秩父市 西小学校 2021/10/4
飯能市 加治小学校 2021/10/4
草加市 西町小学校 2021/10/6
越谷市 荻島小学校 2021/10/4
越谷市 蒲生小学校 2021/10/4
蕨市 蕨市立東公民館 2021/10/4
入間市 東町小学校 2021/10/4
朝霞市 朝霞第八小学校 2021/10/4
北本市 北本市立東小学校 2021/10/4
三郷市 新和幼稚園 2021/10/4
三郷市 鷹野小学校 2021/10/4

日高市 高麗川小学校 2021/10/4
吉川市 吉川小学校 2021/10/4
ふじみ野市 駒西小学校 2021/10/4
白岡市 南小学校 2021/10/5
大里郡寄居町 男衾保育所 2021/10/5
北葛飾郡杉戸町 杉戸第三小学校 2021/10/4

千葉県 千葉市中央区 星久喜小学校 2021/10/4
千葉市若葉区 千城東幼稚園 2021/10/4
千葉市緑区 誉田東小学校 2021/10/4
千葉市美浜区 真砂中学校 2021/10/4
銚子市 双葉小学校 2021/10/4
市川市 平田小学校 2021/10/7
市川市 日出学園 2021/10/4
市川市 中国分小学校 2021/10/4
市川市 富美浜小学校 2021/10/5
市川市 新井小学校 2021/10/5
市川市 大和田小学校 2021/10/4
市川市 福栄小学校 2021/10/5
船橋市 八木が谷北小学校 2021/10/4
松戸市 旭町小学校 2021/10/4

東埼玉病院筋ジストロフィー症患者保護
者会

2021/10/4蓮田市
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千葉県 茂原市 豊岡小学校 2021/10/4
茂原市 萩原小学校 2021/10/4
習志野市 秋津小学校 2021/10/4
柏市 さわやかちば県民プラザ 2021/10/4
市原市 第二姉ケ崎幼稚園 2021/10/4
市原市 五井小学校 2021/10/4
市原市 水の江小学校 2021/10/4
八千代市 八千代台小学校 2021/10/4
八千代市 大和田南小学校 2021/10/4
八千代市 萱田小学校 2021/10/4
鎌ケ谷市 鎌ケ谷みどり幼稚園 2021/10/7
鎌ケ谷市 北部小学校 2021/10/4
富津市 大佐和中学校 2021/10/4
浦安市 聖徳大学附属浦安幼稚園 2021/10/5
浦安市 日の出幼稚園 2021/10/5
四街道市 県立四街道特別支援学校 2021/10/4
いすみ市 東海小学校 2021/10/4
安房郡鋸南町 鋸南小学校 2021/10/4

東京都 中央区 豊海幼稚園 2021/10/7
港区 芝浦小学校 2021/10/4
文京区 中央会堂幼稚園 2021/10/4
文京区 誠之小学校 2021/10/4
文京区 桜蔭学園 2021/10/5
台東区 仰願寺幼稚園 2021/10/4
品川区 大原小学校 2021/10/4
大田区 志茂田小学校 2021/10/4
大田区 雪谷小学校 2021/10/6
大田区 馬込小学校 2021/10/4
大田区 出雲小学校 2021/10/7
大田区 東蒲小学校 2021/10/4
世田谷区 梅丘中学校 2021/10/4
渋谷区 松村幼稚園 2021/10/4
杉並区 大宮小学校 2021/10/4
杉並区 高井戸小学校 2021/10/7
杉並区 三谷小学校 2021/10/4
北区 王子第一小学校 2021/10/4
荒川区 尾久八幡中学校 2021/10/5
練馬区 愛和幼稚園 2021/10/4
練馬区 開進第一小学校 2021/10/4
練馬区 大泉第二小学校 2021/10/4
練馬区 北原小学校 2021/10/4
江戸川区 第七葛西小学校 2021/10/4
八王子市 船田小学校 2021/10/4
八王子市 鹿島小学校 2021/10/5
八王子市 由井中学校 2021/10/4
八王子市 楢原中学校 2021/10/4
昭島市 成隣小学校 2021/10/4
調布市 神代中学校 2021/10/4
町田市 日本聾話学校 2021/10/4
町田市 鶴川第四小学校 2021/10/4
町田市 小山小学校 2021/10/4
町田市 玉川学園中学部 2021/10/4
町田市 南成瀬中学校 2021/10/5
小平市 なおび幼稚園 2021/10/4
小平市 小平第九小学校 2021/10/4
東村山市 回田小学校 2021/10/4
東村山市 大岱小学校 2021/10/4
東村山市 久米川小学校 2021/10/4
東村山市 野火止小学校 2021/10/4
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東京都 狛江市 緑野小学校 2021/10/5
多摩市 東寺方小学校 2021/10/4
多摩市 東愛宕中学校 2021/10/5
稲城市 稲城第一小学校 2021/10/4
あきる野市 あきる野市立東中学校 2021/10/4
西東京市 上向台小学校 2021/10/4
西東京市 谷戸第二小学校 2021/10/5

神奈川県 横浜市神奈川区 西寺尾第二小学校 2021/10/4
横浜市西区 霞ケ丘幼稚園 2021/10/4
横浜市南区 日枝小学校 2021/10/4
横浜市南区 六つ川西小学校 2021/10/4
横浜市保土ケ谷区 認定こども園峯岡幼稚園 2021/10/5
横浜市保土ケ谷区 上菅田笹の丘小学校 2021/10/4
横浜市保土ケ谷区 横浜市立上菅田特別支援学校 2021/10/4
横浜市磯子区 屏風浦小学校 2021/10/4
横浜市戸塚区 名瀬幼稚園 2021/10/4
横浜市旭区 本宿小学校 2021/10/4
横浜市旭区 都岡小学校 2021/10/7
横浜市緑区 中山小学校 2021/10/6
横浜市栄区 桂台小学校 2021/10/4
横浜市青葉区 恩田小学校 2021/10/4
横浜市青葉区 奈良の丘小学校 2021/10/4
川崎市川崎区 聖美保育園 2021/10/4
川崎市川崎区 東門前小学校 2021/10/5
川崎市高津区 子母口小学校 2021/10/4
川崎市高津区 西梶ヶ谷小学校 2021/10/7
川崎市多摩区 南生田小学校 2021/10/7
川崎市宮前区 健爽学園　ゆりかご幼稚園 2021/10/5
川崎市宮前区 健爽学園　ゆりかご幼稚園 2021/10/5
川崎市宮前区 西野川小学校 2021/10/5
相模原市緑区 鳥屋小学校 2021/10/4
相模原市緑区 川尻小学校 2021/10/6
相模原市中央区 大野北小学校 2021/10/4
相模原市南区 大野小学校 2021/10/4
相模原市南区 東林小学校 2021/10/4
相模原市南区 鶴の台小学校 2021/10/4
横須賀市 岩戸養護学校 2021/10/4
平塚市 吉沢小学校 2021/10/4
鎌倉市 梶原の森たんぽぽ保育園 2021/10/4
鎌倉市 今泉小学校 2021/10/4
鎌倉市 鎌倉市立第二小学校 2021/10/7
鎌倉市 清泉女学院中高等学校 2021/10/4

藤沢市 大道小学校 2021/10/4
藤沢市 大鋸小学校 2021/10/4
藤沢市 大鋸小学校 2021/10/4
藤沢市 羽鳥小学校 2021/10/4
小田原市 芦子小学校 2021/10/4
茅ケ崎市 松林中学校 2021/10/4
三浦市 三崎中学校 2021/10/4
伊勢原市 伊勢原小学校東海学級 2021/10/7
海老名市 上星小学校 2021/10/4
三浦郡葉山町 葉山小学校 2021/10/7

新潟県 新潟市中央区 宮浦中学校 2021/10/4
新潟市江南区 亀田平和の園保育園 2021/10/4
新潟市西蒲区 和光幼稚園 2021/10/4
長岡市 東北中学校 2021/10/4
上越市 吉川中学校 2021/10/4

日本基督教団藤沢教会附属みくに幼稚
園

2021/10/4藤沢市
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富山県 富山市 城山中学校 2021/10/4
高岡市 二塚小学校 2021/10/7
高岡市 牧野小学校 2021/10/4

石川県 金沢市 押野小学校 2021/10/4
金沢市 諸江町小学校 2021/10/4
野々市市 富陽小学校 2021/10/4

福井県 福井市 福井南特別支援学校 2021/10/4
福井市 和田小学校 2021/10/4
敦賀市 敦賀南小学校 2021/10/4
勝山市 勝山中部中学校 2021/10/4
越前市 武生南小学校 2021/10/4
越前市 武生西小学校 2021/10/4

山梨県 上野原市 上野原西小学校 2021/10/4
長野県 松本市 聖十字幼稚園 2021/10/4

諏訪市 湖南小学校 2021/10/4
大町市 大町西小学校 2021/10/6
茅野市 永明小学校 2021/10/4
茅野市 豊平小学校 2021/10/4
佐久市 浅間中学校 2021/10/4
東御市 田中小学校 2021/10/4
下伊那郡泰阜村 泰阜中学校 2021/10/4
木曽郡木曽町 福島小学校 2021/10/7

岐阜県 高山市 高山幼稚園 2021/10/4
高山市 久々野中学校 2021/10/4
羽島市 児童デイサービス　かみなりくん 2021/10/4
各務原市 ひよし幼稚園 2021/10/4
各務原市 那加第一小学校 2021/10/4
本巣市 席田小学校 2021/10/4
不破郡垂井町 岩手小学校 2021/10/4
不破郡垂井町 岩手小学校 2021/10/4
不破郡関ケ原町 関ケ原中学校 2021/10/4
加茂郡東白川村 東白川小学校 2021/10/6

静岡県 静岡市清水区 清水入江小学校 2021/10/4
静岡市清水区 清水入江小学校 2021/10/7
静岡市清水区 清水有度第二小学校 2021/10/6
浜松市中区 佐鳴台小学校 2021/10/5
沼津市 門池中学校 2021/10/4
島田市 静岡大学教育学部附属島田中学校 2021/10/4
富士市 いまいづみ幼稚園 2021/10/4

愛知県 名古屋市昭和区 松栄小学校 2021/10/4
名古屋市天白区 平針小学校 2021/10/4
豊橋市 岩崎学園 2021/10/4
豊橋市 豊橋市立くすのき特別支援学校 2021/10/4
一宮市 千秋小学校 2021/10/7
瀬戸市 南山中学校 2021/10/4
津島市 神島田小学校 2021/10/4
津島市 蛭間小学校 2021/10/4
刈谷市 小高原幼児園 2021/10/4
豊田市 企業主導型保育園　ごんべいの里保育園 2021/10/7
豊田市 梅ケ丘学園 2021/10/5
豊田市 梅ケ丘学園 2021/10/5
安城市 安城特別支援学校 2021/10/4
西尾市 中畑小学校 2021/10/7
蒲郡市 蒲郡バプテスト教会光の園 2021/10/4
東海市 東海商業高等学校 2021/10/4
大府市 大東小学校 2021/10/7
大府市 大府西中学校 2021/10/4
尾張旭市 白鳳小学校 2021/10/4
岩倉市 岩倉北小学校 2021/10/4
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愛知県 日進市 日進中学校 2021/10/4
北名古屋市 熊野中学校 2021/10/4
長久手市 南小学校 2021/10/4
愛知郡東郷町 東郷小学校 2021/10/4
西春日井郡豊山町 豊山学園天使幼稚園 2021/10/4

三重県 津市 ひかり保育園 2021/10/4
四日市市 保々小学校 2021/10/4
伊勢市 学校法人マリア学園暁の星こども園 2021/10/4
伊勢市 小俣小学校 2021/10/4
松阪市 松江小学校 2021/10/4
名張市 つつじが丘小学校 2021/10/5
亀山市 亀山中学校 2021/10/5
志摩市 志摩小学校 2021/10/4
志摩市 鵜方小学校 2021/10/4
員弁郡東員町 城山幼稚園しろやま保育園 2021/10/4
員弁郡東員町 東員第二中学校 2021/10/4

滋賀県 大津市 下阪本小学校 2021/10/7
長浜市 七郷小学校 2021/10/7
草津市 たちばな大路こども園 2021/10/4
草津市 第二博愛保育園 2021/10/4
守山市 守山小学校 2021/10/4
湖南市 石部南小学校 2021/10/5
湖南市 菩提寺北小学校 2021/10/5
東近江市 ふたばこども園 2021/10/7

京都府 京都市北区 京都教育大学附属京都小中学校 2021/10/4
京都市北区 金閣小学校 2021/10/4
京都市左京区 明徳小学校 2021/10/4
京都市左京区 市原野小学校 2021/10/5
京都市山科区 寺西幼稚園 2021/10/4
長岡京市 神足小学校 2021/10/7
八幡市 八幡第三幼稚園 2021/10/5
南丹市 聖家族幼稚園 2021/10/4
木津川市 高の原幼稚園 2021/10/7

大阪府 大阪市都島区 桜宮幼稚園 2021/10/4
大阪市都島区 友渕中学校 2021/10/4
大阪市此花区 島屋小学校 2021/10/4
大阪市西区 堀江小学校 2021/10/4
大阪市浪速区 日本橋幼稚園 2021/10/4
大阪市旭区 大阪府立光陽支援学校 2021/10/4
大阪市東住吉区 南百済小学校 2021/10/4
大阪市鶴見区 茨田北小学校 2021/10/4
堺市西区 上野芝小学校 2021/10/4
岸和田市 大阪府立岸和田支援学校 2021/10/4
豊中市 ゆたかこども園 2021/10/4
豊中市 上野小学校 2021/10/7
池田市 大阪教育大学附属池田小学校 2021/10/4
吹田市 岸部第二小学校 2021/10/4
吹田市 山田東中学校 2021/10/4
枚方市 桜丘小学校 2021/10/4
枚方市 牧野小学校 2021/10/4
枚方市 菅原東小学校 2021/10/4
枚方市 津田南小学校 2021/10/7
富田林市 ＰＬ学園小学校 2021/10/4
松原市 中央小学校 2021/10/4
箕面市 箕面市立南小学校 2021/10/4
羽曳野市 羽曳が丘小学校 2021/10/4
摂津市 摂津小学校 2021/10/4
東大阪市 英田南小学校 2021/10/4
神戸市灘区 稗田小学校 2021/10/5
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兵庫県 神戸市兵庫区 水木小学校 2021/10/4
神戸市長田区 池田小学校 2021/10/4
神戸市北区 山田中学校 2021/10/4
神戸市北区 小部中学校 2021/10/4
神戸市西区 神戸ＹＭＣＡ高等学院 2021/10/4
姫路市 曽左幼稚園 2021/10/4
姫路市 船場小学校 2021/10/7
姫路市 津田小学校 2021/10/4
姫路市 網干小学校 2021/10/4
尼崎市 水堂小学校 2021/10/7
尼崎市 立花西小学校 2021/10/4
尼崎市 武庫の里小学校 2021/10/4
明石市 藤江小学校 2021/10/4
明石市 沢池小学校 2021/10/4
西宮市 大社小学校 2021/10/4
西宮市 瓦木小学校 2021/10/4
西宮市 大社中学校 2021/10/4
伊丹市 稲野小学校 2021/10/4
加古川市 野口北小学校 2021/10/4
加古川市 浜の宮中学校 2021/10/4
宝塚市 川面保育所 2021/10/4
三木市 三木市中央公民館 2021/10/4
川西市 加茂小学校 2021/10/5
たつの市 県立播磨特別支援学校 2021/10/7
たつの市 小宅小学校 2021/10/4
加古郡播磨町 播磨西幼稚園 2021/10/4

奈良県 奈良市 東登美ケ丘こども園 2021/10/4
大和郡山市 筒井小学校 2021/10/4
橿原市 真菅北小学校 2021/10/5
吉野郡大淀町 第一保育所 2021/10/4

和歌山県 和歌山市 有功小学校 2021/10/4
海南市 海南市立第三中学校 2021/10/4
紀の川市 上名手小学校 2021/10/4

鳥取県 鳥取市 南中学校 2021/10/6
米子市 かいけ心正こども園 2021/10/4
東伯郡琴浦町 八橋小学校 2021/10/5

島根県

松江市 雑賀小学校 2021/10/4
浜田市 波佐小学校 2021/10/4
大田市 温泉津小学校 2021/10/4

岡山県 岡山市北区 岡山中央小学校 2021/10/4
岡山市中区 旭竜小学校 2021/10/4
岡山市南区 第二藤田小学校 2021/10/7
倉敷市 船穂幼稚園 2021/10/5
倉敷市 親和保育園 2021/10/4
倉敷市 中庄小学校 2021/10/4
井原市 美星中学校 2021/10/7
井原市 美星中学校 2021/10/7
新見市 思誠小学校 2021/10/5

広島県 広島市中区 幟町小学校 2021/10/5
広島市中区 広島三育学院小学校 2021/10/5
広島市東区 尾長小学校 2021/10/4
広島市南区 黄金山小学校 2021/10/4
広島市西区 観音小学校 2021/10/7
広島市西区 井口小学校 2021/10/4
広島市安佐南区 伴東小学校 2021/10/4
広島市安佐北区 狩小川小学校 2021/10/5
広島市安佐北区 亀山小学校 2021/10/4

島根大学教育学部附属義務教育学校前
期課程

2021/10/4松江市
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広島県 呉市 坪内小学校 2021/10/4
竹原市 竹原西小学校 2021/10/4
尾道市 久保小学校 2021/10/4
東広島市 東西条小学校 2021/10/4
山県郡北広島町 芸北中学校 2021/10/4

山口県 下関市 文関小学校 2021/10/4
下関市 熊野小学校 2021/10/4
下関市 長府中学校 2021/10/4
宇部市 西宇部小学校 2021/10/7
山口市 小郡小学校 2021/10/7
萩市 須佐保育園 2021/10/6
防府市 勝間保育園 2021/10/4
防府市 右田小学校 2021/10/4
光市 島田小学校 2021/10/5
柳井市 柳井市阿月公民館 2021/10/7
美祢市 大嶺小学校 2021/10/4
美祢市 秋吉小学校 2021/10/4
周南市 沼城小学校 2021/10/4
周南市 勝間小学校 2021/10/4
山陽小野田市 赤崎小学校 2021/10/6
山陽小野田市 高千帆小学校 2021/10/4

徳島県 徳島市 徳島文理大学附属幼稚園 2021/10/4
徳島市 昭和公民館 2021/10/4

香川県 高松市 亀阜幼稚園 2021/10/6
高松市 のぞみ学園のぞみ幼稚園 2021/10/5
高松市 鶴尾小学校 2021/10/4
高松市 太田小学校 2021/10/5
高松市 川添小学校 2021/10/4
丸亀市 飯山中学校 2021/10/4
観音寺市 大野原小学校 2021/10/6
三豊市 大見幼稚園 2021/10/7

愛媛県 松山市 桃山幼稚園 2021/10/4
松山市 余土小学校 2021/10/4
松山市 湯築小学校 2021/10/4
松山市 浮穴小学校 2021/10/4
松山市 姫山小学校 2021/10/4
西条市 たから幼稚園 2021/10/4
四国中央市 土居公民館 2021/10/4

高知県 高知市 桜井幼稚園 2021/10/4
高知市 杉の子幼稚園 2021/10/4
高知市 城北中学校 2021/10/4
南国市 たちばな幼稚園 2021/10/4

福岡県 北九州市八幡西区 北九州市立八幡西特別支援学校 2021/10/4
福岡市東区 筥松小学校 2021/10/6
福岡市東区 福岡朝鮮初級学校 2021/10/4
福岡市東区 香椎東小学校 2021/10/7
福岡市東区 立花高等学校 2021/10/6
福岡市博多区 つくし保育園 2021/10/5
福岡市博多区 東吉塚小学校 2021/10/4
久留米市 荒木小学校 2021/10/4
行橋市 泉小学校 2021/10/4
筑紫野市 吉木小学校 2021/10/4
筑紫野市 筑紫東小学校 2021/10/4
筑紫野市 武蔵台高等学校 2021/10/4
大野城市 平野小学校 2021/10/5
大野城市 月の浦小学校 2021/10/4
糸島市 東風小学校 2021/10/4

佐賀県 佐賀市 北川副小学校 2021/10/4
唐津市 鏡中学校 2021/10/7
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佐賀県 鳥栖市 虹の子保育園 2021/10/4
武雄市 武雄小学校 2021/10/4
小城市 三里小学校 2021/10/5

長崎県 長崎市 古賀小学校 2021/10/7
長崎市 上長崎小学校 2021/10/4
長崎市 香焼小学校 2021/10/4
長崎市 北陽小学校 2021/10/4
佐世保市 江迎小学校 2021/10/4
諫早市 諌早小学校 2021/10/4
平戸市 平戸小学校 2021/10/7
東彼杵郡川棚町 小串小学校 2021/10/4

熊本県 熊本市東区 二岡中学校 2021/10/6
熊本市北区 植木中央幼稚園 2021/10/4
八代市 太田郷小学校 2021/10/4
宇城市 不知火保育園 2021/10/5
天草市 牛深小学校 2021/10/6
菊池郡菊陽町 菊陽西小学校 2021/10/6
葦北郡芦北町 佐敷小学校 2021/10/5
球磨郡あさぎり町 免田小学校 2021/10/4

大分県 大分市 大分明星幼稚園 2021/10/4
大分市 金池小学校 2021/10/4
大分市 野津原小学校 2021/10/5
佐伯市 下堅田小学校 2021/10/4
臼杵市 下北小学校 2021/10/4

宮崎県 宮崎市 大宮小学校 2021/10/4
都城市 都城聖ドミニコ学園幼稚園 2021/10/7
延岡市 東海東小学校 2021/10/4
日南市 飫肥小学校 2021/10/4
日南市 潟上小学校 2021/10/4
小林市 三松小学校 2021/10/4
東臼杵郡門川町 草川小学校 2021/10/6
東臼杵郡門川町 五十鈴小学校 2021/10/4

鹿児島県 鹿児島市 吉田南幼稚園 2021/10/4
鹿児島市 西谷山小学校 2021/10/4
鹿児島市 本名小学校 2021/10/4
日置市 伊作田小学校 2021/10/4
いちき串木野市 串木野小学校 2021/10/4
姶良市 加治木小学校 2021/10/4
姶良市 蒲生中学校 2021/10/6

沖縄県 那覇市 小禄小学校 2021/10/4
那覇市 さつき小学校 2021/10/4
浦添市 仲西小学校 2021/10/4
沖縄市 山内小学校 2021/10/4

ありがとうございました！
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