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北海道 札幌市豊平区 月寒東小学校 2021/11/2
札幌市西区 八軒北小学校 2021/11/2
苫小牧市 泉野小学校 2021/11/1
苫小牧市 沼ノ端小学校 2021/11/2
紋別市 上渚滑小学校 2021/11/2
苫前郡羽幌町 羽幌小学校 2021/11/2

青森県 青森市 浦町小学校 2021/11/4
五所川原市 三輪小学校 2021/11/2
五所川原市 栄小学校 2021/11/1

岩手県 九戸郡洋野町 種市小学校 2021/11/5
宮城県 仙台市青葉区 仙台ＹＭＣＡ幼稚園 2021/11/2

仙台市宮城野区 東仙台小学校 2021/11/1
気仙沼市 松岩小学校 2021/11/4
岩沼市 岩沼西小学校 2021/11/2
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2021/11/2

秋田県 鹿角市 尾去沢小学校 2021/11/5
由利本荘市 子吉小学校 2021/11/2

山形県 山形市 山形市立第八小学校 2021/11/5
天童市 みくに学園天童みくに幼稚園 2021/11/4

福島県 会津若松市 謹教小学校 2021/11/4
茨城県 日立市 成沢小学校 2021/11/1

ひたちなか市 前渡小学校 2021/11/2
栃木県 宇都宮市 石井小学校 2021/11/2

那須塩原市 南小学校 2021/11/5
下都賀郡野木町 南赤塚小学校 2021/11/5

群馬県 渋川市 渋川南小学校 2021/11/5
富岡市 富岡いずみこども園 2021/11/2

埼玉県 さいたま市大宮区 芝川小学校 2021/11/1
さいたま市中央区 しんせい幼稚園 2021/11/5
さいたま市南区 南浦和小学校 2021/11/2
さいたま市南区 善前小学校 2021/11/2
さいたま市緑区 芝原小学校 2021/11/1
川越市 南古谷中学校 2021/11/5
川口市 嶋根学園・川口しらぎく幼稚園 2021/11/1
所沢市 アンドレア保育園 2021/11/1
飯能市 美杉台小学校 2021/11/4
狭山市 柏原小学校 2021/11/2
鴻巣市 鴻巣南小学校 2021/11/1
越谷市 新方小学校 2021/11/4
越谷市 東越谷小学校 2021/11/5
久喜市 久喜小学校 2021/11/1
蓮田市 蓮田南小学校 2021/11/4
白岡市 白岡市立西小学校 2021/11/1
比企郡ときがわ町 玉川小学校 2021/11/5

千葉県 千葉市花見川区 新検見川幼稚園 2021/11/5
千葉市若葉区 若松台幼稚園 2021/11/2
千葉市美浜区 高洲第三小学校 2021/11/4
船橋市 薬円台南小学校 2021/11/2
木更津市 木更津第二小学校 2021/11/4
松戸市 八ケ崎第二小学校 2021/11/1
成田市 神宮寺小学校 2021/11/4
習志野市 実花小学校 2021/11/1
柏市 風早北部小学校 2021/11/2
市原市 石塚小学校 2021/11/1
市原市 清水谷小学校 2021/11/1
八千代市 大和田西小学校 2021/11/1
八千代市 萱田小学校 2021/11/1
浦安市 渋谷教育学園浦安幼稚園 2021/11/4
浦安市 浦安市立南小学校 2021/11/5
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千葉県 四街道市 栗山小学校 2021/11/2
香取郡多古町 多古第一小学校 2021/11/2
安房郡鋸南町 鋸南小学校 2021/11/4

東京都 大田区 矢口西小学校 2021/11/2
杉並区 井荻聖母幼稚園 2021/11/1
荒川区 町屋幼稚園 2021/11/2
練馬区 南町小学校 2021/11/4
練馬区 石神井西小学校 2021/11/2
練馬区 豊玉第二小学校 2021/11/5
足立区 綾瀬小学校 2021/11/2
足立区 東加平小学校 2021/11/5
八王子市 いなりもり保育園 2021/11/2
八王子市 すぎな愛育園 2021/11/4
八王子市 いずみの森義務教育学校 2021/11/1
八王子市 長沼小学校 2021/11/2
八王子市 石川中学校 2021/11/5
三鷹市 三鷹小鳩幼稚園 2021/11/1
府中市 明星幼稚園 2021/11/1
調布市 石原小学校 2021/11/4
町田市 南第二小学校 2021/11/2
日野市 夢が丘小学校 2021/11/4
東村山市 化成小学校 2021/11/5
福生市 福生第一小学校 2021/11/2
東大和市 東大和市立第八小学校 2021/11/4
西東京市 中原小学校 2021/11/2

神奈川県 横浜市鶴見区 みつる保育園 2021/11/1
横浜市磯子区 洋光台第三小学校 2021/11/2
横浜市青葉区 さつきが丘小学校 2021/11/5
横浜市都筑区 つづきの丘小学校 2021/11/2
川崎市幸区 幸町小学校 2021/11/1
川崎市幸区 幸町小学校 2021/11/1
川崎市幸区 小倉小学校 2021/11/1
川崎市高津区 西高津中学校 2021/11/1
平塚市 金田小学校 2021/11/5
秦野市 みどりこども園 2021/11/1
大和市 林間小学校 2021/11/1
座間市 相模が丘小学校 2021/11/1
座間市 座間中学校 2021/11/4
足柄上郡開成町 文命中学校 2021/11/2

富山県 富山市 長岡保育所 2021/11/2
高岡市 二塚小学校 2021/11/2

石川県 金沢市 神田認定こども園 2021/11/4
金沢市 米泉小学校 2021/11/5
七尾市 聖母幼稚園 2021/11/1
かほく市 木津幼稚園 2021/11/5

福井県 福井市 足羽東こども園 2021/11/2
福井市 城之橋幼稚園 2021/11/2
鯖江市 しんとくこども園 2021/11/1

山梨県 大月市 猿橋小学校 2021/11/2
長野県 松本市 聖十字幼稚園 2021/11/2

大町市 美麻小中学校 2021/11/5
安曇野市 明科中学校 2021/11/1
東筑摩郡山形村 山形小学校 2021/11/2

岐阜県 可児郡御嵩町 東濃実業高等学校 2021/11/4
静岡県 浜松市北区 中川幼稚園 2021/11/5

富士市 認定こども園富士見台リズム 2021/11/5
富士市 富士南中学校 2021/11/1
磐田市 富士見幼稚園 2021/11/2

愛知県 名古屋市千種区 わかば幼稚園 2021/11/1
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愛知県 豊橋市 福岡小学校 2021/11/5
岡崎市 かおる幼稚園 2021/11/1
豊田市 高橋こども園 2021/11/5
豊田市 まふみ幼稚園 2021/11/5
豊田市 東山小学校 2021/11/2
安城市 安城東部小学校 2021/11/5
西尾市 白浜保育園 2021/11/2
西尾市 吉田保育園 2021/11/1
常滑市 常滑市青海公民館 2021/11/5
知多市 明愛幼稚園 2021/11/2
知多郡南知多町 豊浜中学校 2021/11/5

三重県 松阪市 松尾小学校 2021/11/2
桑名市 大山田北小学校 2021/11/5
鈴鹿市 杉の子特別支援学校 2021/11/5

滋賀県 大津市 小野小学校 2021/11/2
彦根市 旭森幼稚園 2021/11/2
彦根市 彦根市立南中学校 2021/11/1
長浜市 長浜小学校 2021/11/5
長浜市 七郷小学校 2021/11/2
草津市 志津小学校 2021/11/5
甲賀市 水口中学校 2021/11/1
湖南市 光星学園　認定こども園ひかり幼稚園 2021/11/2
蒲生郡竜王町 竜王幼稚園 2021/11/4

京都府 京都市中京区 朱雀第四小学校 2021/11/5
京都市南区 大藪小学校 2021/11/5
京都市伏見区 羽束師小学校 2021/11/2
京都市山科区 おおやけこども園 2021/11/4
八幡市 西遊寺保育園 2021/11/2
相楽郡精華町 精華聖マリア幼稚園 2021/11/2

大阪府 大阪市住吉区 清水丘小学校 2021/11/2
大阪市住吉区 東粉浜小学校 2021/11/5
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 2021/11/2
大阪市平野区 加美小学校 2021/11/2
大阪市平野区 長吉小学校 2021/11/1
堺市堺区 榎小学校 2021/11/2
堺市西区 上野芝小学校 2021/11/5
堺市北区 五箇荘東小学校 2021/11/2
岸和田市 岸和田市立総合通園センターいながわ療育園 2021/11/2
高槻市 桃園小学校 2021/11/2
守口市 梶中学校 2021/11/5
枚方市 明倫小学校 2021/11/1
枚方市 樟葉小学校 2021/11/1
枚方市 田口山小学校 2021/11/5
泉佐野市 真曜学園　安松幼稚園 2021/11/1
寝屋川市 堀溝小学校 2021/11/1
高石市 清高小学校 2021/11/1
東大阪市 やまゆりこども園 2021/11/5
東大阪市 桃の里幼稚園 2021/11/5
大阪狭山市 大阪狭山市立こども園 2021/11/2
南河内郡太子町 山田小学校 2021/11/5

兵庫県 神戸市兵庫区 夢野の丘小学校 2021/11/2
神戸市北区 有野小学校 2021/11/2
姫路市 津田小学校 2021/11/1
尼崎市 園田小学校 2021/11/2
尼崎市 竹谷小学校 2021/11/2
明石市 二見小学校 2021/11/5
明石市 魚住小学校 2021/11/5
明石市 朝霧小学校 2021/11/5
明石市 高丘西小学校 2021/11/5
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兵庫県 西宮市 高木小学校 2021/11/1
洲本市 鮎原保育園 2021/11/2
洲本市 鮎原保育園 2021/11/5
伊丹市 桜台小学校 2021/11/5
三田市 ゆりのき台小学校 2021/11/2
朝来市 梁瀬小学校 2021/11/2
淡路市 志筑小学校 2021/11/1
揖保郡太子町 斑鳩幼稚園 2021/11/5

奈良県 大和郡山市 治道認定こども園 2021/11/2
生駒郡斑鳩町 斑鳩中学校 2021/11/1
生駒郡斑鳩町 斑鳩南中学校 2021/11/1

和歌山県 海南市 下津第二中学校 2021/11/5
鳥取県 鳥取市 東郷小学校 2021/11/5

米子市 崎津小学校 2021/11/4
島根県 松江市 内中原小学校 2021/11/5

松江市 大野小学校 2021/11/2
江津市 江津清和養護学校 2021/11/2
隠岐郡隠岐の島町 西郷中学校 2021/11/5

岡山県 岡山市中区 岡山大学教育学部附属小学校 2021/11/2
岡山市中区 岡山朝日高等学校 2021/11/5
岡山市南区 由良学園あけぼの幼稚園 2021/11/2
岡山市南区 南輝小学校 2021/11/2
倉敷市 倉敷学園 2021/11/2
倉敷市 倉敷まきび支援学校 2021/11/4
玉野市 宇野保育園 2021/11/4
総社市 昭和幼稚園 2021/11/2
瀬戸内市 邑久保育園 2021/11/2
真庭市 久世中学校 2021/11/5
和気郡和気町 本荘にこにこ園 2021/11/5
都窪郡早島町 早島小学校 2021/11/1

広島県 広島市中区 舟入小学校 2021/11/1
広島市東区 牛田新町光明保育園 2021/11/5
広島市西区 井口小学校 2021/11/1
広島市安佐南区 ほうりんこころ幼稚園 2021/11/2
広島市安佐南区 中筋小学校 2021/11/2
福山市 山手保育所 2021/11/5
福山市 泉小学校 2021/11/1
三次市 和田小学校 2021/11/2
東広島市 寺西小学校 2021/11/5
東広島市 高屋東小学校 2021/11/1
世羅郡世羅町 認定こども園世羅幼稚園 2021/11/2

山口県 下関市 山の田小学校 2021/11/1
山口市 佐山小学校 2021/11/1
岩国市 東小学校 2021/11/2
柳井市 大畠小学校 2021/11/5

徳島県 鳴門市 暁の星学園　鳴門聖母幼稚園 2021/11/2
阿南市 阿南支援学校 2021/11/5

香川県 高松市 ときわ幼稚園 2021/11/5
高松市 川岡幼稚園 2021/11/2
高松市 桜町中学校 2021/11/2
丸亀市 郡家小学校 2021/11/1
坂出市 林田保育園 2021/11/5
さぬき市 津田公民館 2021/11/2
香川郡直島町 直島小学校 2021/11/5

愛媛県 松山市 久枝小学校 2021/11/1
松山市 久枝小学校 2021/11/1
松山市 湯山小学校 2021/11/4
今治市 吉海小学校 2021/11/2
今治市 今治西高等学校 2021/11/5
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福岡県 北九州市若松区 若松青葉幼稚園 2021/11/4
八女市 福島小学校 2021/11/2
古賀市 古賀東小学校 2021/11/1
朝倉市 甘木小学校 2021/11/2

佐賀県 鳥栖市 鳥栖小学校 2021/11/2
藤津郡太良町 大浦ふたばこども園 2021/11/5

長崎県 長崎市 聖マリア幼稚園 2021/11/2
長崎市 深堀小学校 2021/11/2
諫早市 真津山小学校 2021/11/2
西彼杵郡時津町 鳴鼓幼稚園 2021/11/5
東彼杵郡川棚町 川棚小学校 2021/11/1
北松浦郡佐々町 佐々小学校 2021/11/1

熊本県 天草市 本渡カトリック聖心幼稚園 2021/11/2
大分県 大分市 横瀬西小学校 2021/11/2

大分市 西の台小学校 2021/11/4
大分市 吉野小学校 2021/11/5
別府市 別府中央小学校 2021/11/4
中津市 三保小学校 2021/11/4

宮崎県 北諸県郡三股町 三股小学校 2021/11/5
西臼杵郡高千穂町 高千穂小学校 2021/11/1

鹿児島県 鹿児島市 松元小学校 2021/11/2
鹿屋市 鹿屋養護学校 2021/11/5

沖縄県 石垣市 八島小学校 2021/11/1
豊見城市 座安小学校 2021/11/2

ありがとうございました！
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