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北海道 札幌市北区 札幌三育幼稚園 2021/10/27
札幌市北区 幌北小学校 2021/10/25
札幌市東区 元町北小学校 2021/10/25
札幌市白石区 北郷小学校 2021/10/29
札幌市手稲区 手稲西小学校 2021/10/29
札幌市手稲区 手稲山口小学校 2021/10/29
釧路市 美原つくし幼稚園 2021/10/28
江別市 第２大麻こども園 2021/10/29

青森県 青森市 浪打小学校 2021/10/28
青森市 浜田小学校 2021/10/25
十和田市 北園小学校 2021/10/28
南津軽郡藤崎町 藤崎小学校 2021/10/25
三戸郡五戸町 倉石小学校 2021/10/25

岩手県 奥州市 水沢小学校 2021/10/27
岩手郡雫石町 七ツ森小学校 2021/10/28

宮城県 仙台市青葉区 国見小学校 2021/10/25
仙台市若林区 遠見塚小学校 2021/10/27
仙台市太白区 郡山小学校 2021/10/27
仙台市太白区 郡山小学校 2021/10/29
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2021/10/28
柴田郡柴田町 船岡小学校 2021/10/29

福島県 福島市 平野小学校 2021/10/28
いわき市 神谷こども園 2021/10/27
須賀川市 須賀川市立義務教育学校稲田学園 2021/10/27

茨城県 水戸市 千波小学校 2021/10/25
土浦市 中村白百合幼稚園 2021/10/29
結城市 結城特別支援学校 2021/10/29
那珂市 菅谷東小学校 2021/10/28
小美玉市 野田小学校 2021/10/29

栃木県 宇都宮市 マリア幼稚園 2021/10/29
真岡市 真岡児童館 2021/10/25

群馬県 前橋市 月田小学校 2021/10/25
前橋市 群馬大学教育学部附属特別支援学校 2021/10/28
高崎市 塚沢小学校 2021/10/25
高崎市 高崎市立西小学校 2021/10/27
渋川市 渋川幼稚園 2021/10/25

埼玉県 さいたま市浦和区 高砂小学校 2021/10/27
さいたま市南区 沼影小学校 2021/10/29
さいたま市南区 沼影小学校 2021/10/29
さいたま市緑区 原山小学校 2021/10/27
さいたま市緑区 原山中学校 2021/10/27
川越市 川越第一小学校 2021/10/27
川口市 桜町小学校 2021/10/29
所沢市 新所沢こひつじ幼稚園 2021/10/28
飯能市 加治小学校 2021/10/29
加須市 大利根東小学校 2021/10/29
羽生市 西中学校 2021/10/25
越谷市 荻島小学校 2021/10/29
入間市 仏子小学校 2021/10/27
入間市 東野高等学校 2021/10/27
朝霞市 朝霞花の木幼稚園 2021/10/25
志木市 志木小学校 2021/10/25
和光市 広沢小学校 2021/10/27
三郷市 みさと市幼児教室風の子園 2021/10/27
白岡市 杉の子幼稚園 2021/10/25

千葉県 千葉市花見川区 千葉朝鮮初中級学校 2021/10/27
市川市 ソフィア幼稚園 2021/10/25
市川市 稲越小学校 2021/10/28
船橋市 法典東小学校 2021/10/27
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千葉県 船橋市 芝山東小学校 2021/10/25
松戸市 専修大学松戸幼稚園 2021/10/27
松戸市 幸谷小学校 2021/10/27
野田市 みずき小学校 2021/10/27
柏市 中原小学校 2021/10/27
柏市 柏第四小学校 2021/10/25
柏市 柏第四小学校 2021/10/25
市原市 市原マリア・インマクラダ幼稚園 2021/10/29
市原市 有秋南小学校 2021/10/29
市原市 水の江小学校 2021/10/27
流山市 柏市立光ケ丘小学校 2021/10/27
鴨川市 西条小学校 2021/10/27
印西市 原山幼稚園 2021/10/27
印西市 本埜小学校 2021/10/28
印西市 内野小学校 2021/10/25

東京都 文京区 関口台町小学校 2021/10/27
台東区 徳風幼稚園 2021/10/27
江東区 南陽小学校 2021/10/27
江東区 深川第四中学校 2021/10/28
品川区 日本音楽学校幼稚園 2021/10/27
品川区 後地小学校 2021/10/27
世田谷区 中町小学校 2021/10/27
世田谷区 三軒茶屋小学校 2021/10/27
世田谷区 明正小学校 2021/10/29
世田谷区 喜多見小学校 2021/10/29
渋谷区 松村幼稚園 2021/10/29
中野区 田中ナースリー大和保育園 2021/10/25
中野区 平和の森小学校 2021/10/28
中野区 白桜小学校 2021/10/27
杉並区 杉並日の出幼稚園 2021/10/29
杉並区 杉並第九小学校 2021/10/27
杉並区 四宮小学校 2021/10/27
北区 田端小学校 2021/10/28
北区 王子第三小学校 2021/10/25
北区 聖学院小学校 2021/10/28
北区 女子聖学院中学校・高等学校 2021/10/25
板橋区 はぁもにぃ保育園 2021/10/29
板橋区 志村第一小学校 2021/10/29
練馬区 大泉小学校 2021/10/27
足立区 足立サレジオ幼稚園 2021/10/25
葛飾区 金町幼稚園 2021/10/27
江戸川区 北小岩小学校 2021/10/29
江戸川区 二之江第二小学校 2021/10/28
八王子市 すぎな愛育園 2021/10/25
八王子市 由木東小学校 2021/10/27
八王子市 館小学校 2021/10/28
立川市 立川第一中学校 2021/10/27
三鷹市 東台小学校 2021/10/28
府中市 白糸台小学校 2021/10/27
調布市 国領小学校 2021/10/27
町田市 忠生小学校 2021/10/27
町田市 藤の台小学校 2021/10/27
町田市 町田市立南第四小学校 2021/10/29
町田市 町田第五小学校 2021/10/28
町田市 町田第二中学校 2021/10/29
日野市 日野・多摩平幼稚園 2021/10/29
東村山市 東萩山小学校 2021/10/25
東村山市 日体桜華高等学校・桜華女学院中学校 2021/10/27
狛江市 狛江第三小学校 2021/10/27
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東京都 東久留米市 第五小学校 2021/10/27
あきる野市 あきる野市立東中学校 2021/10/28
西東京市 みどりが丘保谷幼稚園 2021/10/25
八丈島八丈町 三根小学校 2021/10/27

神奈川県 横浜市鶴見区 駒岡小学校 2021/10/29
横浜市中区 本町小学校 2021/10/28
横浜市南区 井土ケ谷小学校 2021/10/29
横浜市南区 永田台小学校 2021/10/28
横浜市保土ケ谷区 仏向小学校 2021/10/29
横浜市保土ケ谷区 藤塚小学校 2021/10/29
横浜市港北区 小机幼稚園 2021/10/28
横浜市港北区 新羽小学校 2021/10/25
横浜市港北区 矢上小学校 2021/10/25
横浜市港北区 太尾小学校 2021/10/29
横浜市戸塚区 東品濃小学校 2021/10/28
横浜市旭区 二俣川小学校 2021/10/27
横浜市旭区 鶴ケ峯小学校 2021/10/27
横浜市旭区 不動丸小学校 2021/10/27
横浜市栄区 豊田小学校 2021/10/25
横浜市青葉区 奈良の丘小学校 2021/10/29
横浜市青葉区 もえぎ野小学校 2021/10/27
横浜市都筑区 都田小学校 2021/10/25
川崎市幸区 夢見ケ崎小学校 2021/10/29
川崎市高津区 梶ケ谷小学校 2021/10/27
川崎市多摩区 東菅小学校 2021/10/25
川崎市多摩区 西菅小学校 2021/10/29
相模原市中央区 清水こども園 2021/10/29
横須賀市 粟田小学校 2021/10/29
横須賀市 津久井小学校 2021/10/28
横須賀市 大塚台小学校 2021/10/25
藤沢市 藤沢芙蓉幼稚園 2021/10/25
藤沢市 辻堂小学校 2021/10/25
藤沢市 長後小学校 2021/10/29
藤沢市 大鋸小学校 2021/10/28
藤沢市 新林小学校 2021/10/29
小田原市 富士見小学校 2021/10/25
小田原市 城南中学校 2021/10/27
逗子市 小坪小学校 2021/10/28
三浦市 南下浦小学校 2021/10/27
秦野市 秦野市立南中学校 2021/10/27
海老名市 東柏ケ谷小学校 2021/10/25

新潟県 新潟市中央区 笹口小学校 2021/10/29
新潟市西蒲区 巻北小学校 2021/10/29
糸魚川市 青海幼稚園 2021/10/25

富山県 富山市 和合保育所 2021/10/29
高岡市 和田保育園 2021/10/28
高岡市 戸出東部保育園 2021/10/25
滑川市 早月中学校 2021/10/28
南砺市 福野小学校 2021/10/29
南砺市 福野小学校 2021/10/29

石川県 金沢市 すずらん保育園 2021/10/28
福井県 福井市 聖徳幼稚園 2021/10/25
山梨県 山梨市 山梨小学校 2021/10/27
長野県 千曲市 さゆり幼稚園 2021/10/25

上伊那郡辰野町 辰野中学校 2021/10/25
北安曇郡白馬村 白馬中学校 2021/10/27

岐阜県 岐阜市 三輪南小学校 2021/10/28
多治見市 菫幼稚園 2021/10/28
関市 県立中濃特別支援学校 2021/10/27
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岐阜県 各務原市 子苑第二幼稚園 2021/10/27
不破郡垂井町 宮代小学校 2021/10/28

静岡県 静岡市葵区 静岡精華幼稚園 2021/10/25
静岡市清水区 清水袖師小学校 2021/10/25
浜松市中区 萩丘幼稚園 2021/10/27
浜松市中区 富塚幼稚園 2021/10/28
浜松市中区 鴨江幼稚園 2021/10/25
浜松市西区 中野学園オイスカ高等学校 2021/10/25
浜松市南区 新津小学校 2021/10/29
富士宮市 富士宮市立西小学校 2021/10/25
藤枝市 藤枝西幼稚園 2021/10/25
榛原郡吉田町 吉田町立中央小学校 2021/10/28

愛知県 名古屋市東区 筒井幼稚園 2021/10/28
名古屋市西区 比良西小学校 2021/10/28
名古屋市中川区 名古屋市立はとり幼稚園 2021/10/28
名古屋市緑区 熊の前小学校 2021/10/28
瀬戸市 西陵小学校 2021/10/27
春日井市 高座小学校 2021/10/25
安城市 今池小学校 2021/10/28
小牧市 篠岡小学校 2021/10/27
知立市 知立西小学校 2021/10/25
尾張旭市 東栄小学校 2021/10/27
尾張旭市 城山小学校 2021/10/27
知多郡東浦町 緒川小学校 2021/10/29
額田郡幸田町 たつみ第二幼稚園 2021/10/27

三重県 津市 ひかり保育園 2021/10/25
四日市市 下野小学校 2021/10/27
伊勢市 明野小学校 2021/10/29
伊勢市 倉田山中学校 2021/10/27
桑名市 在良小学校 2021/10/27

滋賀県 大津市 真野幼稚園 2021/10/27
京都府 京都市上京区 聖ドミニコ学院京都幼稚園 2021/10/28

京都市上京区 京和幼稚園 2021/10/27
京都市中京区 朱雀第八小学校 2021/10/25
京都市南区 洛南高等学校 2021/10/28
京都市右京区 葛野小学校 2021/10/28
京都市伏見区 神川小学校 2021/10/28
亀岡市 亀岡小学校 2021/10/25
八幡市 さくら小学校 2021/10/27

大阪府 大阪市東住吉区 南田辺小学校 2021/10/27
大阪市東住吉区 育和小学校 2021/10/27
大阪市西成区 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽｽﾄﾛｰﾑ記念山王こどもｾﾝﾀｰ 2021/10/27
大阪市淀川区 塚本小学校 2021/10/29
大阪市平野区 加美中学校 2021/10/25
堺市堺区 市小学校 2021/10/29
堺市堺区 榎小学校 2021/10/27
堺市東区 野田小学校 2021/10/27
堺市東区 登美丘西小学校 2021/10/25
堺市東区 登美丘南小学校 2021/10/27
吹田市 片山幼稚園 2021/10/27
泉大津市 穴師小学校 2021/10/25
高槻市 芥川幼稚園 2021/10/29
枚方市 樟葉北小学校 2021/10/27
寝屋川市 香里ヌヴェール学院小学校 2021/10/27
和泉市 いぶき野小学校 2021/10/27
箕面市 箕面小学校 2021/10/27
箕面市 北小学校 2021/10/25
箕面市 萱野北小学校 2021/10/27
藤井寺市 藤井寺小学校 2021/10/29
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大阪府 東大阪市 上小阪小学校 2021/10/27
東大阪市 高井田東小学校 2021/10/27
東大阪市 玉川小学校 2021/10/25
東大阪市 若江中学校 2021/10/27
阪南市 朝日小学校 2021/10/25

兵庫県 神戸市東灘区 本山第二小学校 2021/10/27
神戸市灘区 稗田小学校 2021/10/28
神戸市兵庫区 ゆりかごこども園 2021/10/29
神戸市長田区 池田小学校 2021/10/27
神戸市垂水区 星陵台めぐみ幼稚園 2021/10/29
神戸市西区 井吹の丘小学校 2021/10/27
尼崎市 七松小学校 2021/10/27
明石市 第２なすみ保育所 2021/10/27
芦屋市 宮川幼稚園 2021/10/29
芦屋市 西山幼稚園 2021/10/25
伊丹市 鈴原小学校 2021/10/29
宝塚市 末広小学校 2021/10/27
宝塚市 宝塚第一小学校 2021/10/29
川西市 緑台小学校 2021/10/27
宍粟市 城下小学校 2021/10/29

和歌山県 和歌山市 高松小学校 2021/10/25
和歌山市 藤戸台小学校 2021/10/29
有田郡広川町 南広小学校 2021/10/27
西牟婁郡白浜町 白浜第二小学校 2021/10/29
東牟婁郡那智勝浦町 勝浦小学校 2021/10/27

鳥取県 鳥取市 青谷こども学園 2021/10/27
米子市 米子みどり幼稚園 2021/10/29
東伯郡湯梨浜町 まつざきこども園 2021/10/25

島根県 松江市 川津幼稚園 2021/10/29
松江市 法吉小学校 2021/10/28
浜田市 岡見まちづくりセンター 2021/10/28
出雲市 たいしゃ保育園 2021/10/27
仁多郡奥出雲町 横田中学校 2021/10/27

岡山県 岡山市北区 岡山中央小学校 2021/10/28
岡山市北区 岡山県立岡山支援学校 2021/10/27
岡山市北区 桑田中学校 2021/10/27
岡山市南区 東疇小学校 2021/10/29
倉敷市 慈愛幼稚園 2021/10/27
津山市 鶴山小学校 2021/10/25
笠岡市 大島幼稚園 2021/10/27
総社市 三須幼稚園 2021/10/25
総社市 総社小学校 2021/10/29
総社市 山手小学校 2021/10/29
美作市 学童ムサシ 2021/10/28

広島県 広島市中区 幟町小学校 2021/10/27
広島市東区 尾長小学校 2021/10/27
広島市西区 山田小学校 2021/10/27
広島市安佐南区 安小学校 2021/10/27
広島市安佐南区 山本小学校 2021/10/27
広島市安佐北区 三入幼稚園 2021/10/29
呉市 呉中央小学校 2021/10/28
呉市 郷原中学校 2021/10/25
府中市 府中すばる幼稚園 2021/10/28
東広島市 三ツ城小学校 2021/10/27
安芸郡府中町 府中中央小学校 2021/10/29

山口県 山口市 大内南小学校 2021/10/27
防府市 松崎幼稚園 2021/10/27
岩国市 むろのき幼稚園 2021/10/27

徳島県 阿波市 市場小学校 2021/10/25
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徳島県 板野郡北島町 北島南小学校 2021/10/27
香川県 高松市 香西幼稚園 2021/10/29

高松市 のぞみ学園のぞみ幼稚園 2021/10/29
高松市 栗林小学校 2021/10/29
丸亀市 城辰幼稚園 2021/10/27
坂出市 林田保育園 2021/10/29
坂出市 府中小学校 2021/10/27
仲多度郡多度津町 四箇小学校 2021/10/29

愛媛県 松山市 福音小学校 2021/10/28
福岡県 北九州市若松区 日吉幼稚園 2021/10/27

北九州市八幡西区 永犬丸小学校 2021/10/27
福岡市中央区 小笹小学校 2021/10/29
福岡市南区 長住小学校 2021/10/27
福岡市南区 老司小学校 2021/10/28
福岡市南区 横手小学校 2021/10/29
久留米市 福岡県立久留米聴覚特別支援学校 2021/10/29
豊前市 合岩小学校 2021/10/29
太宰府市 福岡県立太宰府特別支援学校 2021/10/29
古賀市 花鶴小学校 2021/10/27
嘉麻市 めぐみ保育園 2021/10/25

佐賀県 伊万里市 山代西小学校 2021/10/28
長崎県 長崎市 桜町小学校 2021/10/29

佐世保市 潮見幼稚園 2021/10/27
佐世保市 木風小学校 2021/10/28
佐世保市 針尾小学校 2021/10/29
諫早市 本野小学校 2021/10/29
諫早市 小野小学校 2021/10/27
西海市 大島東小学校 2021/10/27
雲仙市 千々石第一小学校 2021/10/27
西彼杵郡長与町 長与小学校 2021/10/25
西彼杵郡長与町 長与中学校 2021/10/25

熊本県 熊本市東区 西原小学校 2021/10/28
人吉市 大畑小学校 2021/10/27
天草市 亀川小学校 2021/10/27

大分県 大分市 明野東小学校 2021/10/25
大分市 判田小学校 2021/10/29
別府市 石垣小学校 2021/10/27
別府市 南立石小学校 2021/10/27
中津市 今津小学校 2021/10/28
宇佐市 四日市北小学校 2021/10/28

宮崎県 宮崎市 池内小学校 2021/10/27
宮崎市 宮崎南小学校 2021/10/28
日向市 富高小学校 2021/10/28
日向市 財光寺小学校 2021/10/27

鹿児島県 鹿児島市 荒田小学校 2021/10/25
鹿児島市 西谷山小学校 2021/10/28
鹿児島市 皇徳寺小学校 2021/10/29
日置市 吹上中学校 2021/10/27

沖縄県 那覇市 小禄小学校 2021/10/29
那覇市 高良小学校 2021/10/27
宜野湾市 沖縄カトリック小学校 2021/10/28
名護市 大宮小学校 2021/10/29
沖縄市 宮里小学校 2021/10/27
島尻郡与那原町 カトリック学園　クララ幼稚園 2021/10/27
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