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北海道 札幌市中央区 札幌市立中央幼稚園 2021/11/16
札幌市中央区 緑丘小学校 2021/11/17
札幌市北区 札幌三育幼稚園 2021/11/18
札幌市北区 光陽小学校 2021/11/15
札幌市北区 太平南小学校 2021/11/15
札幌市白石区 本郷小学校 2021/11/15
札幌市豊平区 豊園小学校 2021/11/15
札幌市豊平区 みどり小学校 2021/11/15
札幌市南区 芸術の森小学校 2021/11/15
札幌市西区 山の手小学校 2021/11/15
札幌市厚別区 ノホロの丘小学校 2021/11/17
札幌市手稲区 手稲北小学校 2021/11/15
札幌市手稲区 新陵小学校 2021/11/15
札幌市手稲区 新発寒小学校 2021/11/15
札幌市清田区 清田南小学校 2021/11/15
函館市 八幡小学校 2021/11/18
釧路市 美原つくし幼稚園 2021/11/15
留萌市 留萌小学校 2021/11/15
苫小牧市 泉野小学校 2021/11/19
苫小牧市 拓進小学校 2021/11/17
芦別市 芦別小学校 2021/11/15
恵庭市 恵み野第二幼稚園 2021/11/16
岩内郡岩内町 岩内幼稚園 2021/11/17

青森県 青森市 青森大谷幼稚園 2021/11/16
八戸市 三条小学校 2021/11/17
八戸市 西園小学校 2021/11/15
五所川原市 栄小学校 2021/11/18
南津軽郡藤崎町 藤崎幼稚園 2021/11/19

岩手県 盛岡市 城北小学校 2021/11/16
宮古市 千徳小学校 2021/11/18

宮城県 仙台市青葉区 東六番丁小学校 2021/11/19
仙台市太白区 柳生小学校 2021/11/17
登米市 登米市児童発達支援センターこじか園 2021/11/16
大崎市 東大崎小学校 2021/11/15
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2021/11/17
宮城郡利府町 菅谷台小学校 2021/11/16

秋田県 鹿角市 秋田県立比内支援学校かづの校 2021/11/17
福島県 福島市 福島県立須賀川支援学校医大校 2021/11/16

いわき市 入遠野小学校 2021/11/17
いわき市 入遠野小学校 2021/11/16
いわき市 宮小学校 2021/11/18

茨城県 日立市 河原子小学校 2021/11/18
日立市 諏訪小学校 2021/11/19
土浦市 ひたち学院幼稚園 2021/11/15
結城市 結城特別支援学校 2021/11/16
牛久市 牛久南中学校 2021/11/16
ひたちなか市 堀口小学校 2021/11/15
ひたちなか市 外野小学校 2021/11/19
潮来市 日の出こども園 2021/11/17
那珂郡東海村 舟石川小学校 2021/11/18
猿島郡境町 猿島小学校 2021/11/19

栃木県 宇都宮市 泉が丘中学校 2021/11/15
宇都宮市 田原中学校 2021/11/18
小山市 大谷東小学校 2021/11/17
真岡市 真岡西小学校 2021/11/15

群馬県 前橋市 新田小学校 2021/11/15
高崎市 二葉特別支援学校 2021/11/17
沼田市 池田小学校 2021/11/17
邑楽郡明和町 明和こども園 2021/11/18
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群馬県 邑楽郡大泉町 聖クララ幼稚園 2021/11/18
埼玉県 さいたま市北区 大宮別所小学校 2021/11/16

さいたま市大宮区 大宮東小学校 2021/11/15
さいたま市見沼区 七里小学校 2021/11/19
さいたま市見沼区 見沼小学校 2021/11/18
さいたま市南区 文蔵小学校 2021/11/15
さいたま市緑区 大門小学校 2021/11/16
さいたま市緑区 美園北小学校 2021/11/16
川越市 武蔵野小学校 2021/11/19
川越市 広谷小学校 2021/11/15
川越市 川越西小学校 2021/11/18
川口市 前川小学校 2021/11/15
川口市 青木北小学校 2021/11/19
川口市 神根東小学校 2021/11/19
川口市 南鳩ヶ谷小学校 2021/11/18
川口市 里小学校 2021/11/15
所沢市 山口小学校 2021/11/17
所沢市 若狭小学校 2021/11/17
飯能市 加治東小学校 2021/11/15
東松山市 松山中学校 2021/11/15
春日部市 宮川小学校 2021/11/16
春日部市 上沖小学校 2021/11/17
春日部市 藤塚小学校 2021/11/18
春日部市 小渕小学校 2021/11/19
狭山市 笹井小学校 2021/11/15
狭山市 南小学校 2021/11/17
狭山市 入間川東小学校 2021/11/16
草加市 長栄小学校 2021/11/17
戸田市 戸田第一小学校 2021/11/16
入間市 藤沢小学校 2021/11/16
三郷市 八木郷小学校 2021/11/16
三郷市 早稲田小学校 2021/11/19
幸手市 吉田小学校 2021/11/15
鶴ケ島市 藤小学校 2021/11/15
白岡市 白岡東小学校 2021/11/19
北足立郡伊奈町 小針小学校 2021/11/15
北足立郡伊奈町 伊奈中学校 2021/11/16
比企郡ときがわ町 明覚小学校 2021/11/17
秩父郡横瀬町 横瀬小学校 2021/11/15
大里郡寄居町 ゆずの木保育園 2021/11/15

千葉県 千葉市花見川区 花園中学校 2021/11/15
千葉市稲毛区 都賀中学校 2021/11/16
千葉市緑区 椎名小学校 2021/11/15
千葉市美浜区 打瀬小学校 2021/11/17
銚子市 第三中学校 2021/11/18
市川市 ソフィア幼稚園 2021/11/16
市川市 宮田小学校 2021/11/18
市川市 宮田小学校 2021/11/18
市川市 第一中学校 2021/11/19
船橋市 船橋ひかり幼稚園 2021/11/17
船橋市 薬円台小学校 2021/11/15
船橋市 西海神小学校 2021/11/15
船橋市 飯山満南小学校 2021/11/15
船橋市 市場小学校 2021/11/16
船橋市 芝山西小学校 2021/11/18
船橋市 二和小学校 2021/11/16
松戸市 上本郷小学校 2021/11/15
松戸市 八ケ崎小学校 2021/11/18
松戸市 上本郷第二小学校 2021/11/19
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千葉県 佐倉市 井野中学校 2021/11/15
習志野市 屋敷小学校 2021/11/15
柏市 認定こども園くるみこども園 2021/11/18
柏市 柏第二小学校 2021/11/16
柏市 藤心小学校 2021/11/16
柏市 柏第四小学校 2021/11/19
柏市 柏第二中学校 2021/11/15
市原市 若宮小学校 2021/11/15
流山市 西初石中学校 2021/11/16
八千代市 ちぐさ幼稚園 2021/11/15
八千代市 村上東小学校 2021/11/18
鴨川市 江見小学校 2021/11/15
印西市 木下小学校 2021/11/19
山武市 日向小学校 2021/11/15
山武市 日向小学校 2021/11/16
山武市 山武北小学校 2021/11/16

東京都 中央区 銀座中学校 2021/11/15
港区 中之町幼稚園 2021/11/17
港区 中之町幼稚園 2021/11/17
港区 御田小学校 2021/11/19
江東区 つばめ幼稚園 2021/11/16
江東区 バディスポーツ幼児園江東 2021/11/17
江東区 ひばり幼稚園 2021/11/17
江東区 水神小学校 2021/11/17
江東区 ケイ・インターナショナルスクール東京 2021/11/15
品川区 品川区立伊藤学園 2021/11/17
品川区 小山台小学校 2021/11/17
目黒区 碑小学校 2021/11/19
大田区 清水窪小学校 2021/11/15
大田区 山王小学校 2021/11/19
大田区 蒲田小学校 2021/11/17
世田谷区 給田小学校 2021/11/19
中野区 田中ナースリー大和保育園 2021/11/15
中野区 北原小学校 2021/11/19
中野区 啓明小学校 2021/11/15
中野区 中野区立第五中学校 2021/11/19
杉並区 杉並日の出幼稚園 2021/11/17
杉並区 杉並和泉学園和泉中学校 2021/11/18
杉並区 日本大学第二中学校 2021/11/16
荒川区 第六瑞光小学校 2021/11/15
板橋区 板橋第四小学校 2021/11/16
練馬区 大泉幼稚園 2021/11/15
練馬区 中村小学校 2021/11/15
練馬区 南が丘小学校 2021/11/16
練馬区 豊玉第二小学校 2021/11/15
練馬区 大泉小学校 2021/11/15
足立区 中川小学校 2021/11/17
葛飾区 千鶴幼稚園 2021/11/19
葛飾区 川端小学校 2021/11/19
葛飾区 花の木小学校 2021/11/16
江戸川区 上小岩第二小学校 2021/11/16
江戸川区 平井西小学校 2021/11/17
八王子市 高嶺小学校 2021/11/15
三鷹市 羽沢小学校 2021/11/17
府中市 府中おともだち幼稚園 2021/11/18
調布市 晃華学園マリアの園幼稚園 2021/11/16
調布市 上ノ原小学校 2021/11/15
調布市 第一小学校 2021/11/18
調布市 多摩川小学校 2021/11/17
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東京都 町田市 南第一小学校 2021/11/19
町田市 大蔵小学校 2021/11/15
町田市 本町田小学校 2021/11/17
日野市 旭が丘小学校 2021/11/15
東村山市 回田小学校 2021/11/19
東村山市 久米川小学校 2021/11/16
東村山市 青葉小学校 2021/11/19
東村山市 東村山第二中学校 2021/11/19
東久留米市 東久留米市立第一小学校 2021/11/15
多摩市 大松台小学校 2021/11/18
多摩市 豊ヶ丘小学校 2021/11/15
三宅村 三宅小学校 2021/11/17

神奈川県 横浜市鶴見区 市場小学校 2021/11/19
横浜市鶴見区 駒岡小学校 2021/11/15
横浜市神奈川区 小鳩保育園 2021/11/16
横浜市神奈川区 二谷小学校 2021/11/16
横浜市保土ケ谷区 権太坂小学校 2021/11/17
横浜市港北区 大綱小学校 2021/11/17
横浜市港北区 大曽根小学校 2021/11/16
横浜市戸塚区 下郷小学校 2021/11/15
横浜市港南区 美し野幼稚園 2021/11/15
横浜市港南区 港南台第一小学校 2021/11/15
横浜市港南区 日野南小学校 2021/11/15
横浜市旭区 万騎が原小学校 2021/11/17
横浜市旭区 中沢小学校 2021/11/15
横浜市旭区 若葉台小学校 2021/11/19
横浜市緑区 いぶき野小学校 2021/11/16
横浜市瀬谷区 瀬谷養護学校 2021/11/15
横浜市栄区 本郷小学校 2021/11/19
横浜市栄区 豊田小学校 2021/11/18
横浜市栄区 公田小学校 2021/11/18
横浜市栄区 笠間小学校 2021/11/15
横浜市泉区 いずみ野小学校 2021/11/15
横浜市青葉区 恩田小学校 2021/11/15
横浜市青葉区 奈良小学校 2021/11/18
横浜市青葉区 市ヶ尾小学校 2021/11/16
横浜市青葉区 美しが丘小学校 2021/11/15
横浜市青葉区 新石川小学校 2021/11/19
川崎市中原区 住吉小学校 2021/11/19
川崎市高津区 下作延小学校 2021/11/17
川崎市高津区 西梶ヶ谷小学校 2021/11/15
川崎市多摩区 カリタス学園 2021/11/19
川崎市麻生区 百合丘小学校 2021/11/16
相模原市中央区 淵野辺小学校 2021/11/15
相模原市南区 林間のぞみ幼稚園 2021/11/15
相模原市南区 上鶴間小学校 2021/11/19
相模原市南区 相武台小学校 2021/11/15
横須賀市 鴨居小学校 2021/11/15
平塚市 みずほ小学校 2021/11/18
平塚市 江陽中学校 2021/11/17
鎌倉市 鎌倉市立第二小学校 2021/11/15
藤沢市 村岡小学校 2021/11/17
藤沢市 高谷小学校 2021/11/19
小田原市 下府中小学校 2021/11/18
小田原市 千代小学校 2021/11/17
茅ケ崎市 小和田小学校 2021/11/18
茅ケ崎市 茅ケ崎小学校 2021/11/15
茅ケ崎市 室田小学校 2021/11/15
茅ケ崎市 鶴が台小学校 2021/11/17
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神奈川県 茅ケ崎市 梅田中学校 2021/11/19
三浦市 名向小学校 2021/11/18
三浦市 名向小学校 2021/11/19
秦野市 ひろはたこども園 2021/11/17
大和市 大野原小学校 2021/11/15
伊勢原市 成瀬小学校 2021/11/19
南足柄市 福沢小学校 2021/11/15
綾瀬市 綾西幼稚園 2021/11/16
足柄上郡大井町 相和小学校 2021/11/17

新潟県 三条市 塚野目保育所 2021/11/18
三島郡出雲崎町 出雲崎中学校 2021/11/15

富山県 富山市 富山県立富山視覚総合支援学校 2021/11/16
富山市 大沢野中学校 2021/11/17
黒部市 村椿保育所 2021/11/16
射水市 第三あおい幼稚園 2021/11/15

石川県 金沢市 額小学校 2021/11/15
金沢市 大徳小学校 2021/11/17
金沢市 押野小学校 2021/11/18
金沢市 泉小学校 2021/11/16
金沢市 金沢市花園公民館 2021/11/19
白山市 蕪城小学校 2021/11/16
野々市市 館野小学校 2021/11/16

福井県 福井市 足羽小学校 2021/11/16
福井市 松本小学校 2021/11/18
福井市 酒生小学校 2021/11/15
越前市 国高小学校 2021/11/15

長野県 長野市 俊英幼稚園 2021/11/17
長野市 俊英幼稚園 2021/11/19
須坂市 井上小学校 2021/11/15
伊那市 西箕輪小学校 2021/11/16
駒ケ根市 赤穂小学校 2021/11/17
茅野市 永明小学校 2021/11/16
下伊那郡喬木村 喬木村こども学遊館 2021/11/17

岐阜県 岐阜市 島小学校 2021/11/15
岐阜市 岐阜県立岐阜本巣特別支援学校 2021/11/17
岐阜市 茜部小学校 2021/11/19
大垣市 大垣市立西小学校 2021/11/16
多治見市 笠原小学校附属幼稚園 2021/11/19
関市 旭ケ丘幼稚園 2021/11/15
関市 金竜小学校 2021/11/15
郡上市 那留小学校 2021/11/15

静岡県 静岡市葵区 松野小学校 2021/11/17
静岡市葵区 静岡市立東中学校 2021/11/15
静岡市駿河区 豊田中学校 2021/11/17
静岡市清水区 清水江尻小学校 2021/11/18
浜松市中区 平成幼稚園 2021/11/18
浜松市東区 蒲幼稚園 2021/11/18
浜松市東区 和田小学校 2021/11/18
浜松市南区 可美幼稚園 2021/11/19
浜松市南区 江南中学校 2021/11/19
浜松市北区 細江保育園 2021/11/15
沼津市 片浜小学校 2021/11/19
富士宮市 黒田幼稚園 2021/11/17
磐田市 富士見幼稚園 2021/11/17
磐田市 磐田北幼稚園 2021/11/16
焼津市 さつき幼稚園 2021/11/18
藤枝市 藤枝西幼稚園 2021/11/17
袋井市 袋井あそび保育園 2021/11/18
伊豆市 富士陽光学園富士コンピュータ専門学校 2021/11/15
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愛知県 名古屋市昭和区 まつかぜ保育園 2021/11/15
名古屋市緑区 オルタナティブ・スクールあいち惟の森 2021/11/18
豊橋市 小沢小学校 2021/11/16
岡崎市 梅園小学校 2021/11/16
岡崎市 井田小学校 2021/11/15
岡崎市 米山寮 2021/11/15
岡崎市 葵中学校 2021/11/15
岡崎市 東海中学校 2021/11/15
岡崎市 四ツ葉の会 2021/11/15
一宮市 大和東小学校 2021/11/18
瀬戸市 幡山東小学校 2021/11/15
瀬戸市 にじの丘学園 2021/11/17
半田市 岩滑北保育園 2021/11/18
春日井市 高蔵寺幼稚園 2021/11/18
津島市 天王中学校 2021/11/15
豊田市 ひらしば幼稚園 2021/11/18
豊田市 こじまこども園 2021/11/16
豊田市 豊田聖霊幼稚園 2021/11/15
安城市 今池小学校 2021/11/17
稲沢市 愛知文教女子短期大学附属第一幼稚園 2021/11/15
大府市 石ケ瀬小学校 2021/11/19
大府市 大府小学校 2021/11/18
大府市 大府中学校 2021/11/18
岩倉市 岩倉北小学校 2021/11/18
日進市 日進中学校 2021/11/18
北名古屋市 名古屋芸術大学附属クリエ幼稚園 2021/11/15
みよし市 三好文化幼稚園 2021/11/18
長久手市 長久手小学校 2021/11/19
丹羽郡扶桑町 扶桑北中学校 2021/11/18
額田郡幸田町 南部中学校 2021/11/15

三重県 津市 黒田幼稚園 2021/11/15
津市 片田保育園 2021/11/17
津市 三重大学教育学部附属幼稚園 2021/11/17
津市 南立誠小学校 2021/11/17
四日市市 中部西小学校 2021/11/17
四日市市 三滝中学校 2021/11/16
桑名市 長島中部小学校 2021/11/18
桑名市 大山田西小学校 2021/11/18
志摩市 鵜方小学校 2021/11/15

滋賀県 大津市 逢坂小学校 2021/11/16
大津市 長等小学校 2021/11/15
大津市 唐崎小学校 2021/11/18
大津市 瀬田南小学校 2021/11/15
草津市 笠縫東こども園 2021/11/16
米原市 坂田小学校 2021/11/16

京都府 京都市北区 ヴィアトール学園洛星中・高等学校 2021/11/19
京都市伏見区 洛陽第二幼稚園 2021/11/19
長岡京市 長岡第五小学校 2021/11/16
京田辺市 桃園小学校 2021/11/17
久世郡久御山町 佐山小学校 2021/11/19

大阪府 大阪市大正区 南恩加島小学校 2021/11/16
大阪市浪速区 日本橋小中一貫校 2021/11/15
大阪市東淀川区 大阪府立東淀川支援学校 2021/11/15
大阪市生野区 生野南小学校 2021/11/16
大阪市旭区 古市小学校 2021/11/18
大阪市城東区 成育小学校 2021/11/15
大阪市阿倍野区 大阪教育大学附属天王寺小学校 2021/11/15
大阪市住吉区 住吉幼稚園 2021/11/19
大阪市東住吉区 大阪慈光学園中野幼稚園 2021/11/19
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大阪府 大阪市鶴見区 今津小学校 2021/11/19
大阪市住之江区 粉浜小学校 2021/11/18
大阪市中央区 中大江小学校 2021/11/17
堺市東区 登美丘西小学校 2021/11/17
豊中市 上野小学校 2021/11/15
豊中市 桜塚小学校 2021/11/19
池田市 池田小学校 2021/11/15
吹田市 千里第一小学校 2021/11/19
吹田市 南山田小学校 2021/11/18
吹田市 山田第二小学校 2021/11/16
高槻市 北日吉台小学校 2021/11/16
枚方市 磯島小学校 2021/11/18
枚方市 さだ小学校 2021/11/18
泉佐野市 カトリック天使幼稚園 2021/11/16
富田林市 富田林幼稚園 2021/11/15
寝屋川市 中央小学校 2021/11/17
松原市 天美保育園 2021/11/15
羽曳野市 埴生南小学校 2021/11/15
東大阪市 枚岡東小学校 2021/11/16
交野市 郡津小学校 2021/11/16

兵庫県 神戸市東灘区 本山第一小学校 2021/11/19
神戸市東灘区 魚崎中学校 2021/11/18
神戸市東灘区 本山中学校 2021/11/16
神戸市灘区 鶴甲小学校 2021/11/15
神戸市須磨区 高倉台小学校 2021/11/16
神戸市北区 鹿の子台小学校 2021/11/17
姫路市 広畑第二小学校 2021/11/15
姫路市 城乾小学校 2021/11/17
姫路市 西播朝鮮初中級学校 2021/11/15
尼崎市 園和小学校 2021/11/18
明石市 江井島小学校 2021/11/15
西宮市 東山台小学校 2021/11/16
西宮市 上ケ原中学校 2021/11/16
伊丹市 伊丹市立東中学校 2021/11/15
相生市 双葉小学校 2021/11/15
西脇市 西脇さくら保育園 2021/11/16
三木市 緑が丘東小学校 2021/11/15
神崎郡神河町 神崎幼稚園 2021/11/16

奈良県 奈良市 奈良女子大学附属幼稚園 2021/11/19
奈良市 親愛幼稚園 2021/11/19
奈良市 富雄南小学校 2021/11/16
奈良市 平城小学校 2021/11/18
奈良市 富雄中学校 2021/11/16
大和高田市 片塩幼稚園 2021/11/17
桜井市 桜井市立第一保育所 2021/11/17
五條市 五條小学校 2021/11/19
宇陀市 榛原東幼稚園 2021/11/16
宇陀市 榛原幼稚園 2021/11/16
宇陀市 榛原北保育園 2021/11/18
生駒郡三郷町 南畑幼稚園 2021/11/18
高市郡高取町 育成幼稚園 2021/11/16
高市郡高取町 育成幼稚園 2021/11/15

和歌山県 田辺市 田辺第一小学校 2021/11/18
有田郡有田川町 田殿小学校 2021/11/18
日高郡日高川町 かわべ保育所 2021/11/18

鳥取県 鳥取市 小さき花園幼稚園 2021/11/19
島根県 松江市 古志原幼稚園 2021/11/17

松江市 竹矢小学校 2021/11/16
松江市 島根大学教育学部附属義務教育学校前期課程 2021/11/15
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島根県 松江市 中央小学校 2021/11/16
岡山県 岡山市北区 足守幼稚園 2021/11/18

岡山市北区 御津金川認定こども園 2021/11/17
岡山市北区 大野小学校 2021/11/16
岡山市中区 三勲小学校 2021/11/19
岡山市中区 平井小学校 2021/11/15
岡山市東区 可知小学校 2021/11/17
岡山市東区 西大寺小学校 2021/11/16
岡山市南区 妹尾幼稚園 2021/11/15
倉敷市 二万幼稚園 2021/11/15
倉敷市 玉島小学校 2021/11/18
倉敷市 連島中学校 2021/11/15
玉野市 築港小学校 2021/11/19
瀬戸内市 長船西保育園 2021/11/16
瀬戸内市 邑久幼稚園 2021/11/15
浅口市 鴨方西小学校 2021/11/16

広島県 広島市中区 白島小学校 2021/11/15
広島市南区 広島マリア幼稚園 2021/11/15
広島市安佐南区 安小学校 2021/11/16
広島市安佐北区 口田東小学校 2021/11/16
広島市安佐北区 可部南小学校 2021/11/15
広島市佐伯区 五日市中央小学校 2021/11/19
東広島市 広島県立西条特別支援学校 2021/11/15
安芸郡府中町 府中南小学校 2021/11/16

山口県 下関市 王喜小学校 2021/11/16
宇部市 新川小学校 2021/11/15
山口市 白石小学校 2021/11/17
山口市 柚野木小学校 2021/11/18
山口市 鋳銭司小学校 2021/11/15
防府市 華浦小学校 2021/11/17
防府市 小野小学校 2021/11/16
岩国市 藤河小学校 2021/11/18
岩国市 米川小学校 2021/11/19
山陽小野田市 高千帆小学校 2021/11/15

香川県 高松市 一宮小学校 2021/11/19
高松市 古高松小学校 2021/11/15
高松市 林小学校 2021/11/19
高松市 大野小学校 2021/11/15
木田郡三木町 平井小学校 2021/11/18
木田郡三木町 白山小学校 2021/11/19
綾歌郡宇多津町 宇多津北小学校 2021/11/15

愛媛県 松山市 椿小学校 2021/11/15
松山市 さくら小学校 2021/11/16
松山市 日浦中学校 2021/11/16
今治市 大三島小学校 2021/11/15
宇和島市 村井幼稚園 2021/11/16
宇和島市 日振島小学校 2021/11/15
西予市 宇和町小学校 2021/11/18
東温市 愛媛県立しげのぶ特別支援学校 2021/11/15
西宇和郡伊方町 三崎中学校 2021/11/15

高知県 高知市 杉の子せと幼稚園 2021/11/18
宿毛市 宿毛幼稚園 2021/11/16
吾川郡いの町 長沢小学校 2021/11/19

福岡県 北九州市若松区 深町小学校 2021/11/15
北九州市若松区 ひびきの小学校 2021/11/19
北九州市小倉南区 城野小学校 2021/11/15
北九州市小倉南区 小倉南特別支援学校 2021/11/19
北九州市八幡西区 鷹の巣幼稚園 2021/11/15
北九州市八幡西区 大原小学校 2021/11/15
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福岡県 福岡市南区 ながずみ幼稚園 2021/11/16
福岡市南区 三宅小学校 2021/11/16
福岡市南区 しいのみ学園 2021/11/16
福岡市西区 さわら学園　あたごはま幼稚園 2021/11/15
福岡市早良区 飯倉中央小学校 2021/11/16
福岡市早良区 飯倉中央小学校 2021/11/15
久留米市 南薫小学校 2021/11/16
豊前市 豊前幼稚園 2021/11/16
豊前市 三毛門小学校 2021/11/15
小郡市 大原小学校 2021/11/16
筑紫野市 武蔵台高等学校 2021/11/18
糸島市 可也小学校 2021/11/15
京都郡苅田町 白川小学校 2021/11/16

佐賀県 佐賀市 高木瀬小学校 2021/11/15
佐賀市 若楠小学校 2021/11/18
唐津市 西唐津小学校 2021/11/15
唐津市 西唐津小学校 2021/11/16
杵島郡白石町 有明西小学校 2021/11/19

長崎県 長崎市 橘小学校 2021/11/17
佐世保市 吉井南小学校 2021/11/17
諫早市 森山東小学校 2021/11/17
平戸市 津吉保育所 2021/11/15
松浦市 星鹿小学校 2021/11/16
東彼杵郡東彼杵町 認定こども園　ひまわりえん 2021/11/16

熊本県 熊本市中央区 向山小学校 2021/11/15
熊本市中央区 帯山西小学校 2021/11/15
熊本市南区 隈庄小学校 2021/11/16
荒尾市 八幡小学校 2021/11/18
荒尾市 有明高等学校 2021/11/17
水俣市 水俣第二小学校 2021/11/19
天草市 亀川小学校 2021/11/19

大分県 大分市 敷戸ふない幼稚園 2021/11/16
大分市 金池小学校 2021/11/16
大分市 津留小学校 2021/11/18
中津市 南部小学校 2021/11/15
佐伯市 佐伯鶴城高等学校 2021/11/15
宇佐市 四日市こども園 2021/11/15

宮崎県 宮崎市 小松台小学校 2021/11/16
都城市 上長飯小学校 2021/11/15
延岡市 一ケ岡小学校 2021/11/15
北諸県郡三股町 三股西小学校 2021/11/19

鹿児島県 鹿児島市 鶴丸高等学校 2021/11/17
薩摩川内市 認定こども園せんだい幼稚園 2021/11/19
南さつま市 万世中学校 2021/11/17
南九州市 知覧小学校 2021/11/15

沖縄県 那覇市 城東小学校 2021/11/15
島尻郡八重瀬町 沖縄県立島尻特別支援学校 2021/11/17

ありがとうございました！
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