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北海道 札幌市中央区 二条小学校 2021/10/13
札幌市白石区 大谷地小学校 2021/10/15
札幌市西区 西野小学校 2021/10/15
帯広市 豊成小学校 2021/10/13
恵庭市 和光小学校 2021/10/15
白老郡白老町 白老さくら幼稚園 2021/10/15
勇払郡安平町 早来中学校 2021/10/11

青森県 弘前市 文化幼稚園 2021/10/11
岩手県 一関市 一関小学校 2021/10/14
宮城県 仙台市太白区 西多賀小学校 2021/10/13

岩沼市 岩沼小学校 2021/10/15
大崎市 古川第二小学校 2021/10/15
富谷市 明石台小学校 2021/10/14

山形県 最上郡戸沢村 戸沢学園 2021/10/14
福島県 福島市 福島第四中学校 2021/10/13

郡山市 福島朝鮮初中級学校 2021/10/14
相馬市 原釜幼稚園 2021/10/15
河沼郡湯川村 勝常小学校 2021/10/13

茨城県 日立市 大久保小学校 2021/10/15
かすみがうら市 下稲吉小学校 2021/10/14

埼玉県 さいたま市見沼区 東宮下小学校 2021/10/15
さいたま市見沼区 海老沼小学校 2021/10/15
さいたま市見沼区 大谷小学校 2021/10/11
さいたま市南区 辻小学校 2021/10/14
川越市 新宿小学校 2021/10/15
川越市 牛子小学校 2021/10/13
熊谷市 新堀小学校 2021/10/13
川口市 元郷南小学校 2021/10/13
所沢市 所沢中学校 2021/10/13
本庄市 中央小学校 2021/10/13
春日部市 武里南小学校 2021/10/14
春日部市 桜川小学校 2021/10/11
春日部市 八木崎小学校 2021/10/11
春日部市 緑小学校 2021/10/11
春日部市 南桜井小学校 2021/10/15
鴻巣市 小谷小学校 2021/10/15
上尾市 埼玉県立上尾特別支援学校 2021/10/15
草加市 氷川小学校 2021/10/13
八潮市 八幡小学校 2021/10/15
蓮田市 大山幼稚園 2021/10/13
蓮田市 蓮田南小学校 2021/10/11
坂戸市 浅羽野小学校 2021/10/15
北足立郡伊奈町 小室小学校 2021/10/13
北葛飾郡杉戸町 杉戸町立西小学校 2021/10/15

千葉県 千葉市花見川区 朝日ケ丘小学校 2021/10/15
千葉市緑区 あすみが丘小学校 2021/10/11
市川市 菅野小学校 2021/10/15
市川市 柏井小学校 2021/10/13
船橋市 飯山満小学校 2021/10/13
船橋市 法典西小学校 2021/10/11
船橋市 三山東小学校 2021/10/13
船橋市 三山東小学校 2021/10/13
松戸市 上本郷小学校 2021/10/15
野田市 岩木小学校 2021/10/15
習志野市 鷺沼小学校 2021/10/14
習志野市 谷津南小学校 2021/10/15
柏市 柏第三中学校 2021/10/15
柏市 さわやかちば県民プラザ 2021/10/13
市原市 ちはら台桜小学校 2021/10/14
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千葉県 我孫子市 我孫子第四小学校 2021/10/13
鎌ケ谷市 五本松小学校 2021/10/14
君津市 大和田小学校 2021/10/13
富津市 青堀小学校 2021/10/15
浦安市 舞浜認定こども園 2021/10/15
印西市 原小学校 2021/10/15
印西市 小倉台小学校 2021/10/15
白井市 桜台小学校 2021/10/15
白井市 桜台小学校 2021/10/15

東京都 文京区 中央会堂幼稚園 2021/10/13
文京区 青柳小学校 2021/10/15
江東区 つばめ幼稚園 2021/10/13
江東区 川南小学校 2021/10/11
品川区 御殿山小学校 2021/10/15
大田区 徳持小学校 2021/10/14
世田谷区 山崎小学校 2021/10/14
杉並区 杉並日の出幼稚園 2021/10/15
板橋区 サンシティ聖母幼稚園 2021/10/15
練馬区 旭出学園（特別支援学校） 2021/10/14
八王子市 すぎな愛育園 2021/10/14
八王子市 柏木小学校 2021/10/15
八王子市 浅川小学校 2021/10/14
八王子市 城山中学校 2021/10/15
府中市 住吉小学校 2021/10/14
町田市 町田第二小学校 2021/10/15
町田市 本町田東小学校 2021/10/14
小平市 小平第三小学校 2021/10/13
東村山市 富士見小学校 2021/10/14
国立市 国立第二小学校 2021/10/14
多摩市 永山小学校 2021/10/13

神奈川県 横浜市神奈川区 中丸小学校 2021/10/15
横浜市中区 横浜訓盲学院 2021/10/13
横浜市磯子区 洋光台第一小学校 2021/10/15
横浜市金沢区 富岡小学校 2021/10/13
横浜市金沢区 並木第一小学校 2021/10/15
横浜市戸塚区 鳥が丘小学校 2021/10/13
横浜市旭区 白根小学校 2021/10/13
横浜市栄区 桜井小学校 2021/10/15
横浜市泉区 中田小学校 2021/10/15
横浜市泉区 西が岡小学校 2021/10/15
横浜市青葉区 山内小学校 2021/10/14
横浜市都筑区 東山田小学校 2021/10/15
川崎市多摩区 カリタス学園 2021/10/13
川崎市宮前区 富士見台小学校 2021/10/15
相模原市南区 大野小学校 2021/10/15
相模原市南区 双葉小学校 2021/10/13
相模原市南区 もえぎ台小学校 2021/10/14
横須賀市 城北小学校 2021/10/15
横須賀市 小原台小学校 2021/10/11
平塚市 花水小学校 2021/10/15
鎌倉市 第一小学校 2021/10/13
小田原市 報徳小学校 2021/10/11
逗子市 逗子小学校 2021/10/14
秦野市 北幼稚園 2021/10/13
秦野市 大根小学校 2021/10/13
大和市 文ケ岡小学校 2021/10/14
座間市 相模野小学校 2021/10/14
中郡二宮町 二宮小学校 2021/10/15

新潟県 新潟市南区 白南中学校 2021/10/13
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新潟県 柏崎市 枇杷島小学校 2021/10/13
燕市 小池中学校 2021/10/11

富山県 富山市 光陽小学校 2021/10/15
富山市 富山県立富山聴覚総合支援学校 2021/10/13
高岡市 牧野みどり保育園 2021/10/14
高岡市 西条小学校 2021/10/13

長野県 松本市 松本南幼稚園 2021/10/15
小諸市 みすず幼稚園 2021/10/14
大町市 大町北小学校 2021/10/13
北安曇郡松川村 松川小学校 2021/10/13

岐阜県 岐阜市 徹明さくら小学校 2021/10/13
羽島郡笠松町 笠松保育園 2021/10/13
揖斐郡池田町 コスモ幼稚園 2021/10/14

静岡県 静岡市駿河区 ゆりかご保育園 2021/10/15
静岡市清水区 清水岡小学校 2021/10/15
浜松市中区 なかざわこども園 2021/10/14
浜松市西区 伊佐見幼稚園 2021/10/13
浜松市西区 神久呂幼稚園 2021/10/15
富士市 認定こども園富士見台リズム 2021/10/13

愛知県 名古屋市中川区 見晴台学園 2021/10/11
名古屋市緑区 オルタナティブ・スクールあいち惟の森 2021/10/14
名古屋市名東区 陽だまりこども園 2021/10/15
半田市 愛厚半田の里 2021/10/15
春日井市 東春朝鮮初級学校 2021/10/13
安城市 愛知学泉大学附属桜井幼稚園 2021/10/14
犬山市 楽田小学校 2021/10/15
大府市 大府小学校 2021/10/13
あま市 美和小学校 2021/10/13
西春日井郡豊山町 豊山学園天使幼稚園 2021/10/15
知多郡美浜町 上野間保育所 2021/10/15

三重県 桑名市 藤が丘小学校 2021/10/15
伊賀市 青山小学校 2021/10/15

滋賀県 彦根市 城陽幼稚園 2021/10/15
長浜市 長浜北小学校 2021/10/13
守山市 守山小学校 2021/10/15
栗東市 大宝小学校 2021/10/11
湖南市 甲西北中学校 2021/10/13

京都府 京都市中京区 朱雀第四小学校 2021/10/13
京都市山科区 おおやけこども園 2021/10/11

大阪府 豊中市 箕面自由学園幼稚園 2021/10/14
豊中市 大池小学校 2021/10/14
吹田市 吹田第三小学校 2021/10/14
吹田市 東山田小学校 2021/10/14
高槻市 北日吉台小学校 2021/10/14
東大阪市 縄手東小学校 2021/10/15
東大阪市 意岐部小学校 2021/10/15
四條畷市 山本栄学園　畷幼稚園 2021/10/15
豊能郡豊能町 ひかり幼稚園 2021/10/14

兵庫県 神戸市東灘区 魚崎小学校 2021/10/14
神戸市須磨区 妙法寺小学校 2021/10/14
神戸市垂水区 舞子中学校 2021/10/14
神戸市北区 有野中学校 2021/10/15
神戸市西区 井吹東小学校 2021/10/14
姫路市 飾磨幼稚園 2021/10/15
姫路市 真教寺宝国幼稚園 2021/10/14
姫路市 高岡小学校 2021/10/15
姫路市 広峰小学校 2021/10/15
明石市 朝霧幼稚園 2021/10/15
明石市 藤江幼稚園 2021/10/14
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兵庫県 西宮市 鳴尾北小学校 2021/10/15
加古川市 野口小学校 2021/10/14
加古川市 別府小学校 2021/10/14
加古川市 東神吉南小学校 2021/10/14
宝塚市 長尾南小学校 2021/10/14
高砂市 みどり丘こども園 2021/10/14

奈良県 奈良市 左京小学校 2021/10/11
御所市 御所市葛小中学校 2021/10/13
宇陀市 室生こども園 2021/10/15
宇陀市 室生こども園 2021/10/15

和歌山県 和歌山市 とうようこども園 2021/10/15
橋本市 紀見小学校 2021/10/13

鳥取県 米子市 にしき幼稚園 2021/10/13
島根県 大田市 第一中学校 2021/10/15
岡山県 岡山市北区 西小学校 2021/10/13

岡山市北区 石井小学校 2021/10/14
岡山市北区 大元小学校 2021/10/14
倉敷市 尾形学園しらゆり幼稚園 2021/10/13
倉敷市 天城保育園 2021/10/13
津山市 高野保育園 2021/10/15
備前市 備前市立中央公民館 2021/10/13

広島県 広島市南区 広島大学附属小学校 2021/10/15
広島市南区 青崎小学校 2021/10/11
広島市安佐南区 原小学校 2021/10/13

山口県 防府市 佐波小学校 2021/10/15
熊毛郡田布施町 麻郷小学校 2021/10/13

香川県 高松市 中央小学校 2021/10/15
善通寺市 善通寺養護学校 2021/10/11

愛媛県 松山市 垣生小学校 2021/10/15
新居浜市 泉幼稚園 2021/10/13
伊予市 上灘保育所 2021/10/13
越智郡上島町 弓削中学校 2021/10/13

福岡県 北九州市八幡東区 祝町小学校 2021/10/11
福岡市東区 箱崎小学校 2021/10/15
福岡市南区 やまびこ保育園 2021/10/13
福岡市南区 玉川小学校 2021/10/13
行橋市 泉小学校 2021/10/15
中間市 中間保育園 2021/10/14

佐賀県 佐賀市 高木瀬小学校 2021/10/11
伊万里市 大川小学校 2021/10/14
三養基郡上峰町 上峰小学校 2021/10/15
三養基郡みやき町 北茂安小学校 2021/10/15

長崎県 長崎市 戸町小学校 2021/10/13
長崎市 精道三川台小・中・高等学校 2021/10/13
佐世保市 宇久小学校 2021/10/11
壱岐市 柳田保育所 2021/10/13

大分県 大分市 宗方小学校 2021/10/13
大分市 舞鶴小学校 2021/10/14
別府市 別府鶴見丘高等学校 2021/10/13
中津市 城井小学校 2021/10/15

宮崎県 宮崎市 宮崎県立みやざき中央支援学校 2021/10/13
鹿児島県 鹿児島市 可愛幼稚園 2021/10/13

出水市 東出水小学校 2021/10/13
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