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北海道 函館市 柏野小学校 2021/11/9
青森県 青森市 長島小学校 2021/11/10

青森市 佃小学校 2021/11/8
青森市 浪岡南小学校 2021/11/9
弘前市 弘前市立西小学校 2021/11/12
八戸市 鮫小学校 2021/11/8
八戸市 長者小学校 2021/11/9
八戸市 新井田小学校 2021/11/10
八戸市 市立多賀台小学校 2021/11/9
黒石市 黒石東小学校 2021/11/10
南津軽郡大鰐町 大鰐小学校 2021/11/11

岩手県 盛岡市 手代森保育園 2021/11/8
花巻市 大迫小学校 2021/11/12
紫波郡矢巾町 煙山小学校 2021/11/11

宮城県 仙台市泉区 北中山小学校 2021/11/11
多賀城市 山王小学校 2021/11/9
宮城郡利府町 宮城県立利府支援学校 2021/11/10

福島県 福島市 桜の聖母学院小学校 2021/11/10
郡山市 富田東小学校 2021/11/8
いわき市 小川小学校 2021/11/11
耶麻郡北塩原村 裏磐梯幼稚園 2021/11/10
東白川郡矢祭町 矢祭小学校 2021/11/12

茨城県 水戸市 赤塚幼稚園 2021/11/8
水戸市 堀原小学校 2021/11/9
日立市 滑川小学校 2021/11/8
龍ケ崎市 馴柴小学校 2021/11/8
取手市 取手東小学校 2021/11/8
つくば市 二の宮小学校 2021/11/8
ひたちなか市 明成幼稚園 2021/11/10
北相馬郡利根町 布川小学校 2021/11/9

栃木県 宇都宮市 雀宮中学校 2021/11/9
宇都宮市 雀宮中学校 2021/11/9
宇都宮市 雀宮中学校 2021/11/9
鹿沼市 栃木県立富屋特別支援学校鹿沼分校 2021/11/10

群馬県 太田市 旭小学校 2021/11/9
渋川市 豊秋小学校 2021/11/12

埼玉県 さいたま市中央区 与野幼稚園 2021/11/12
さいたま市緑区 大牧小学校 2021/11/8
川口市 新郷南小学校 2021/11/12
行田市 まつたけ幼稚園 2021/11/12
狭山市 新狭山小学校 2021/11/12
上尾市 上尾小学校 2021/11/9
草加市 新里小学校 2021/11/9
草加市 花栗南小学校 2021/11/12
越谷市 千間台小学校 2021/11/12
越谷市 鷺後小学校 2021/11/12
蕨市 ひかり幼稚舎 2021/11/12
朝霞市 朝霞第三小学校 2021/11/9
和光市 北原小学校 2021/11/12
久喜市 本町小学校 2021/11/10
八潮市 八條小学校 2021/11/8
三郷市 早稲田小学校 2021/11/12
蓮田市 大山幼稚園 2021/11/8
入間郡三芳町 上富小学校 2021/11/8
入間郡毛呂山町 毛呂山愛仕幼稚園 2021/11/8
大里郡寄居町 用土小学校 2021/11/12

千葉県 千葉市中央区 蘇我小学校 2021/11/10
千葉市中央区 本町小学校 2021/11/11
千葉市中央区 弁天小学校 2021/11/8
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千葉県 市川市 富美浜小学校 2021/11/12
船橋市 二宮小学校 2021/11/8
船橋市 三山小学校 2021/11/9
成田市 成田幼稚園 2021/11/11
佐倉市 佐倉小学校 2021/11/8
東金市 鴇嶺小学校 2021/11/9
柏市 旭小学校 2021/11/10
柏市 酒井根東小学校 2021/11/12
柏市 柏第六小学校 2021/11/9
流山市 江戸川台ひまわり幼稚園 2021/11/8
鴨川市 天津小湊幼稚園小学校 2021/11/8

東京都 文京区 筑波大学附属視覚特別支援学校 2021/11/9
文京区 茗台中学校 2021/11/10
台東区 石浜橋場こども園 2021/11/9
江東区 大島南央小学校 2021/11/10
目黒区 目黒サレジオ幼稚園 2021/11/11
世田谷区 光の子園 2021/11/12
世田谷区 九品仏小学校 2021/11/12
渋谷区 福田幼稚園 2021/11/10
中野区 塔山小学校 2021/11/9
北区 木内鳩の家幼稚園 2021/11/11
北区 桐ケ丘郷小学校 2021/11/9
板橋区 ふたば幼稚園 2021/11/8
板橋区 下赤塚小学校 2021/11/12
練馬区 高松幼稚園 2021/11/12
練馬区 富士見台小学校 2021/11/12
足立区 渕江第一小学校 2021/11/10
八王子市 光明第八保育園 2021/11/12
八王子市 八王子市立第七小学校 2021/11/9
八王子市 弐分方小学校 2021/11/12
八王子市 松木小学校 2021/11/8
八王子市 東浅川小学校 2021/11/8
八王子市 松が谷小学校 2021/11/12
八王子市 第三小学校 2021/11/9
調布市 第二小学校 2021/11/12
東村山市 秋津東小学校 2021/11/12
東大和市 東大和市立第七小学校 2021/11/9
あきる野市 増戸小学校 2021/11/8
西東京市 栄小学校 2021/11/9

神奈川県 横浜市鶴見区 市場小学校 2021/11/10
横浜市神奈川区 幸ケ谷小学校 2021/11/10
横浜市港北区 大豆戸小学校 2021/11/12
横浜市港南区 相武山小学校 2021/11/12
横浜市旭区 さちが丘小学校 2021/11/12
横浜市緑区 長津田第二小学校 2021/11/11
横浜市栄区 飯島小学校 2021/11/12
横浜市青葉区 みたけ台小学校 2021/11/8
横浜市都筑区 南山田小学校 2021/11/11
横浜市都筑区 川和東小学校 2021/11/11
川崎市幸区 下平間小学校 2021/11/10
川崎市中原区 中原小学校 2021/11/11
川崎市高津区 西梶ヶ谷小学校 2021/11/11
川崎市高津区 坂戸小学校 2021/11/12
川崎市多摩区 西三田幼稚園 2021/11/11
川崎市多摩区 生田小学校 2021/11/11
川崎市宮前区 白幡台小学校 2021/11/10
川崎市宮前区 西有馬小学校 2021/11/9
川崎市麻生区 風の谷幼稚園 2021/11/10
川崎市麻生区 南百合丘小学校 2021/11/11
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神奈川県 川崎市麻生区 長沢小学校 2021/11/9
川崎市麻生区 片平小学校 2021/11/11
相模原市南区 大野台中央小学校 2021/11/12
平塚市 花水小学校 2021/11/12
平塚市 豊田小学校 2021/11/8
藤沢市 ふじがおか第二幼稚園 2021/11/10
茅ケ崎市 室田小学校 2021/11/9
秦野市 本町幼稚園 2021/11/12
秦野市 本町小学校 2021/11/12
座間市 相武台東小学校 2021/11/11
三浦郡葉山町 あおぞら幼稚園 2021/11/10
三浦郡葉山町 一色小学校 2021/11/9

新潟県 新潟市北区 太夫浜小学校 2021/11/11
新潟市江南区 亀田平和の園保育園 2021/11/9

富山県 富山市 奥田保育園 2021/11/12
富山市 月岡小学校 2021/11/12
高岡市 志貴野中学校 2021/11/10
黒部市 富山県立にいかわ総合支援学校 2021/11/11
小矢部市 津沢小学校 2021/11/11

石川県 野々市市 野々市小学校 2021/11/8
福井県 坂井市 高椋小学校 2021/11/10

坂井市 鳴鹿小学校 2021/11/9
長野県 松本市 旭町小学校 2021/11/10

上田市 西小学校 2021/11/12
塩尻市 桔梗小学校 2021/11/10

岐阜県 岐阜市 聖マリア女学院高等学校 2021/11/10
高山市 高山短期大学附属幼稚園 2021/11/9
多治見市 養正小学校附属幼稚園 2021/11/12
美濃加茂市 加茂農林高等学校 2021/11/8

静岡県 静岡市駿河区 長田北小学校 2021/11/11
静岡市駿河区 長田南小学校 2021/11/11
静岡市清水区 矢部保育園 2021/11/12
浜松市中区 れんげこども園 2021/11/12

愛知県 名古屋市守山区 瀬古幼稚園 2021/11/9
名古屋市名東区 藤が丘小学校 2021/11/8
名古屋市名東区 上社小学校 2021/11/9
豊橋市 芦原小学校 2021/11/8
豊橋市 栄小学校 2021/11/11
豊橋市 豊橋聾学校 2021/11/12
岡崎市 岡崎平和学園 2021/11/10
半田市 板山こども園 2021/11/8
半田市 花園小学校 2021/11/10
春日井市 春日井小学校 2021/11/11
豊田市 まふみ幼稚園 2021/11/9
豊田市 大蔵こども園 2021/11/12
安城市 三河安城小学校 2021/11/11
西尾市 幡豆中学校 2021/11/8
東海市 横須賀小学校 2021/11/11
知立市 知立西小学校 2021/11/10
知多郡美浜町 知多大和幼稚園 2021/11/9
額田郡幸田町 坂崎小学校 2021/11/12

三重県 伊勢市 小俣中学校 2021/11/8
松阪市 徳和小学校 2021/11/8
鈴鹿市 石薬師小学校 2021/11/9
名張市 名張西保育園 2021/11/9

滋賀県 守山市 河西小学校 2021/11/12
栗東市 治田西幼児園 2021/11/8
野洲市 祇王幼稚園 2021/11/9
湖南市 認定こども園水戸幼稚園 2021/11/9
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滋賀県 湖南市 菩提寺北小学校 2021/11/11
高島市 湖西中学校 2021/11/8

京都府 京都市左京区 下鴨中学校 2021/11/8
京都市右京区 嵯峨小学校 2021/11/11
京都市右京区 西京極西小学校 2021/11/12
京都市西京区 川岡東小学校 2021/11/10
亀岡市 南つつじヶ丘小学校 2021/11/10
亀岡市 南つつじヶ丘小学校 2021/11/10
久世郡久御山町 東角小学校 2021/11/10

大阪府 大阪市東淀川区 井高野中学校 2021/11/12
豊中市 大池小学校 2021/11/9
豊中市 西丘小学校 2021/11/9
池田市 北豊島小学校 2021/11/12
吹田市 片山小学校 2021/11/11
高槻市 阿武野小学校 2021/11/8
守口市 錦小学校 2021/11/12
枚方市 樟葉南小学校 2021/11/8
茨木市 春日丘高等学校 2021/11/10
八尾市 北山本小学校 2021/11/8
富田林市 富田林幼稚園 2021/11/9
箕面市 彩都の丘学園 2021/11/10
羽曳野市 向野保育園 2021/11/8
摂津市 鳥飼北小学校 2021/11/11
東大阪市 森内学園花園幼稚園 2021/11/8
四條畷市 四條畷南小学校 2021/11/10
交野市 市立第一中学校 2021/11/9
大阪狭山市 大阪狭山市立こども園 2021/11/9

兵庫県 神戸市灘区 関西国際学園　初等部 2021/11/9
神戸市垂水区 愛徳幼稚園 2021/11/9
神戸市垂水区 小束山幼稚園 2021/11/11
姫路市 水上幼稚園 2021/11/9
姫路市 広峰小学校 2021/11/11
尼崎市 武庫南小学校 2021/11/12
明石市 人丸幼稚園 2021/11/9
伊丹市 笹原小学校 2021/11/9
加古川市 野口小学校 2021/11/11
加古川市 加古川中学校 2021/11/12
三木市 三樹幼稚園 2021/11/12
三木市 広野小学校 2021/11/10
三田市 けやき台小学校 2021/11/11

奈良県 奈良市 青和小学校 2021/11/11
奈良市 鶴舞小学校 2021/11/12
橿原市 香久山小学校 2021/11/12
御所市 掖上小学校 2021/11/10
香芝市 旭ヶ丘幼稚園 2021/11/11
香芝市 真美ケ丘西小学校 2021/11/9

和歌山県 和歌山市 八幡台小学校 2021/11/10
海南市 日方小学校 2021/11/11
日高郡みなべ町 南部幼稚園 2021/11/9

鳥取県 鳥取市 鳥取大学附属特別支援学校 2021/11/10
東伯郡湯梨浜町 湯梨浜学園中学校・高等学校 2021/11/10

島根県 松江市 大庭小学校 2021/11/10
出雲市 荒木小学校 2021/11/9
雲南市 木次小学校 2021/11/11

広島県 広島市東区 上温品小学校 2021/11/11
広島市東区 牛田小学校 2021/11/9
広島市南区 楠那小学校 2021/11/9
広島市安佐南区 山本幼稚園 2021/11/8
広島市安佐南区 古市小学校 2021/11/9
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広島県 広島市安佐南区 大塚小学校 2021/11/9
広島市佐伯区 五日市東小学校 2021/11/9
三原市 中之町小学校 2021/11/9
福山市 千鶴幼稚園 2021/11/11
福山市 駅家西小学校 2021/11/8

山口県 下松市 下松小学校 2021/11/9
香川県 丸亀市 城坤小学校 2021/11/8
愛媛県 新居浜市 王子幼稚園 2021/11/9

西予市 野村小学校 2021/11/12
伊予郡松前町 岡田小学校 2021/11/12

福岡県 北九州市小倉北区 南小倉小学校 2021/11/8
福岡市南区 長丘小学校 2021/11/10
福岡市城南区 田島小学校 2021/11/12
行橋市 きらきら星幼稚園 2021/11/12
行橋市 行橋小学校 2021/11/8
行橋市 行橋小学校 2021/11/8
宗像市 自由ヶ丘南学童保育所 2021/11/12
古賀市 花鶴小学校 2021/11/9
三瀦郡大木町 大溝小学校 2021/11/10

長崎県 長崎市 長崎大学教育学部附属幼稚園 2021/11/12
長崎市 西北小学校 2021/11/12
長崎市 小島中学校 2021/11/10
平戸市 志々伎小学校 2021/11/10
北松浦郡佐々町 口石小学校 2021/11/8

熊本県 熊本市北区 楡木小学校 2021/11/12
合志市 認定こども園リズム幼稚園 2021/11/8

大分県 中津市 山口小学校 2021/11/12
宮崎県 宮崎市 西池小学校 2021/11/8
鹿児島県 鹿児島市 広木小学校 2021/11/11

鹿児島市 福平小学校 2021/11/9
霧島市 日当山小学校 2021/11/8

沖縄県 石垣市 真喜良小学校 2021/11/12
豊見城市 豊見城小学校 2021/11/12
島尻郡南風原町 翔南小学校 2021/11/9

ありがとうございました！
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