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北海道 札幌市東区 札幌小学校 2021/11/22
札幌市東区 元町小学校 2021/11/25
札幌市白石区 大谷地小学校 2021/11/22
札幌市豊平区 東園小学校 2021/11/25
札幌市南区 藻岩小学校 2021/11/26
札幌市厚別区 厚別北小学校 2021/11/22
千歳市 千歳第２幼稚園 2021/11/24

青森県 青森市 浜田小学校 2021/11/24
青森市 三内西小学校 2021/11/24
青森市 三内西小学校 2021/11/24
弘前市 福村小学校 2021/11/25
弘前市 城東小学校 2021/11/22
八戸市 江陽小学校 2021/11/22
むつ市 田名部カトリック幼稚園 2021/11/24

岩手県 盛岡市 上田小学校 2021/11/22
宮城県 仙台市青葉区 宮城教育大学附属小学校 2021/11/26

仙台市青葉区 荒巻小学校 2021/11/25
仙台市若林区 小さき花幼稚園 2021/11/25
仙台市太白区 鹿野小学校 2021/11/26
仙台市太白区 八木山南小学校 2021/11/26
仙台市太白区 西中田小学校 2021/11/22
仙台市泉区 将監西小学校 2021/11/22
多賀城市 東北学院幼稚園 2021/11/25
大崎市 古川幼稚園 2021/11/22
富谷市 鷹乃杜幼稚園 2021/11/24
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2021/11/22
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2021/11/22

秋田県 能代市 渟城幼稚園 2021/11/25
能代市 渟城西小学校 2021/11/24

福島県 福島市 福島大学附属小学校 2021/11/24
福島市 森合小学校 2021/11/25

茨城県 土浦市 右籾小学校 2021/11/24
石岡市 小桜小学校 2021/11/22
石岡市 石岡中学校 2021/11/26
高萩市 高萩小学校 2021/11/26
牛久市 向台小学校 2021/11/24
ひたちなか市 東石川小学校 2021/11/26
つくばみらい市 わかくさ幼稚園 2021/11/24

栃木県 宇都宮市 雀宮中学校 2021/11/22
真岡市 真岡児童館 2021/11/26
大田原市 国際医療福祉大学 2021/11/24

群馬県 前橋市 東小学校 2021/11/22
高崎市 丸山学園すみれ幼稚園 2021/11/26
伊勢崎市 あずま北小学校 2021/11/22
太田市 太田小放課後児童クラブ 2021/11/26
安中市 碓東小学校 2021/11/24

埼玉県 さいたま市西区 土屋中学校 2021/11/26
さいたま市見沼区 春野小学校 2021/11/25
さいたま市中央区 与野南小学校 2021/11/26
さいたま市桜区 神田小学校 2021/11/26
さいたま市浦和区 常盤北小学校 2021/11/24
さいたま市南区 善前小学校 2021/11/24
川越市 霞ケ関東小学校 2021/11/24
川口市 さと幼稚園 2021/11/22
川口市 小鳩幼稚園 2021/11/26
川口市 元郷小学校 2021/11/25
川口市 戸塚北小学校 2021/11/22
川口市 新郷小学校 2021/11/22
行田市 西小学校 2021/11/22
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埼玉県 所沢市 すずらん幼稚園 2021/11/22
所沢市 松井小学校 2021/11/26
春日部市 豊野小学校 2021/11/24
上尾市 芝川小学校 2021/11/22
朝霞市 朝霞なかよし幼稚園 2021/11/24
新座市 野寺小学校 2021/11/26
久喜市 はるみ保育園 2021/11/24
八潮市 潮止小学校 2021/11/24
日高市 高麗川小学校 2021/11/24
吉川市 栄小学校 2021/11/25
北足立郡伊奈町 小針中学校 2021/11/26

千葉県 千葉市稲毛区 あやめ台小学校 2021/11/26
千葉市若葉区 小倉小学校 2021/11/24
千葉市若葉区 山王中学校 2021/11/26
千葉市美浜区 稲浜小学校 2021/11/24
市川市 宮田小学校 2021/11/26
市川市 若宮小学校 2021/11/22
市川市 冨貴島小学校 2021/11/22
船橋市 法典東小学校 2021/11/24
船橋市 飯山満小学校 2021/11/24
船橋市 南本町小学校 2021/11/22
船橋市 行田西小学校 2021/11/22
木更津市 真舟小学校 2021/11/24
松戸市 栗ケ沢小学校 2021/11/24
松戸市 梨香台小学校 2021/11/22
松戸市 河原塚小学校 2021/11/26
佐倉市 根郷小学校 2021/11/26
習志野市 谷津小学校 2021/11/25
習志野市 第一中学校 2021/11/22
市原市 有秋西小学校 2021/11/24
流山市 小山小学校 2021/11/22
八千代市 西高津小学校 2021/11/26
八千代市 萱田小学校 2021/11/26
我孫子市 根戸小学校 2021/11/26
印西市 原小学校 2021/11/24

東京都 中央区 月島第二幼稚園 2021/11/26
港区 青南小学校 2021/11/24
文京区 窪町小学校 2021/11/24
目黒区 原町小学校 2021/11/26
目黒区 中根小学校 2021/11/26
大田区 大森第四小学校 2021/11/24
渋谷区 東郷幼稚園 2021/11/25
中野区 武蔵台小学校 2021/11/24
杉並区 三谷小学校 2021/11/26
北区 八幡小学校 2021/11/26
北区 女子聖学院中学校・高等学校 2021/11/22
板橋区 成増ケ丘小学校 2021/11/25
練馬区 南田中第二保育園 2021/11/26
練馬区 仲町小学校 2021/11/22
練馬区 北町西小学校 2021/11/22
江戸川区 第三松江小学校 2021/11/25
八王子市 第九小学校 2021/11/24
八王子市 高嶺小学校 2021/11/25
八王子市 みなみ野君田小学校 2021/11/26
八王子市 長池小学校 2021/11/24
八王子市 緑が丘小学校 2021/11/25
八王子市 別所小学校 2021/11/26
三鷹市 井口小学校 2021/11/25
青梅市 かすみの里 2021/11/26
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東京都 調布市 杉森小学校 2021/11/25
町田市 鶴川第三小学校 2021/11/26
町田市 大蔵小学校 2021/11/22
町田市 山崎小学校 2021/11/25
小平市 小平第八小学校 2021/11/25
多摩市 多摩第三小学校 2021/11/26
西東京市 東伏見小学校 2021/11/26

神奈川県 横浜市鶴見区 岸谷小学校 2021/11/24
横浜市保土ケ谷区 今井小学校 2021/11/26
横浜市港北区 高田小学校 2021/11/22
横浜市港北区 綱島東小学校 2021/11/22
横浜市港北区 師岡小学校 2021/11/24
横浜市港南区 小坪小学校 2021/11/22
横浜市旭区 鶴ケ峯小学校 2021/11/26
横浜市旭区 川井小学校 2021/11/25
横浜市瀬谷区 二つ橋小学校 2021/11/25
横浜市栄区 公田小学校 2021/11/24
横浜市栄区 横浜市立本郷特別支援学校 2021/11/22
横浜市泉区 伊勢山小学校 2021/11/25
横浜市青葉区 田奈小学校 2021/11/24
横浜市都筑区 南山田小学校 2021/11/24
川崎市幸区 夢見ケ崎小学校 2021/11/25
川崎市高津区 久地小学校 2021/11/22
相模原市緑区 城山わかば幼稚園 2021/11/25
相模原市中央区 虹ケ丘幼稚園 2021/11/24
相模原市中央区 共和小学校 2021/11/25
相模原市南区 東林小学校 2021/11/26
相模原市南区 麻溝小学校 2021/11/24
横須賀市 山崎小学校 2021/11/26
横須賀市 桜小学校 2021/11/22
横須賀市 津久井小学校 2021/11/24
鎌倉市 大船小学校 2021/11/26
鎌倉市 山崎小学校 2021/11/22
鎌倉市 山崎小学校 2021/11/22
鎌倉市 山崎小学校 2021/11/22
藤沢市 藤沢小学校 2021/11/24
藤沢市 俣野小学校 2021/11/26
藤沢市 六会小学校 2021/11/26
小田原市 酒匂小学校 2021/11/26
茅ケ崎市 浜竹幼稚園 2021/11/25
茅ケ崎市 東海岸小学校 2021/11/25
大和市 緑野小学校 2021/11/25
大和市 渋谷小学校 2021/11/22
大和市 南林間中学校 2021/11/24
中郡二宮町 二宮中学校 2021/11/24

新潟県 新潟市東区 大形小学校 2021/11/24
見附市 見附市立西中学校 2021/11/26

富山県 富山市 上滝保育園 2021/11/24
富山市 西田地方保育園 2021/11/25
富山市 堀川小学校 2021/11/26
富山市 桜谷小学校 2021/11/22
富山市 杉原小学校 2021/11/25
富山市 新保小学校 2021/11/24
高岡市 こまどり支援学校 2021/11/25
黒部市 中央小学校 2021/11/24
南砺市 井波小学校 2021/11/24
中新川郡立山町 認定こども園むつみ幼稚園 2021/11/25

石川県 金沢市 大浦小学校 2021/11/24
福井県 福井市 殿下幼小中学校 2021/11/25
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福井県 福井市 明道中学校 2021/11/26
鯖江市 かわだ保育所 2021/11/25

山梨県 甲州市 勝沼授産園 2021/11/26
長野県 上田市 上田南幼稚園 2021/11/24

千曲市 埴生小学校 2021/11/26
北安曇郡白馬村 白馬幼稚園 2021/11/22

岐阜県 岐阜市 岐阜小学校 2021/11/25
大垣市 墨俣小学校 2021/11/25
羽島市 羽島特別支援学校 2021/11/24

静岡県 静岡市葵区 貴庵寺学園リリー幼稚園 2021/11/24
静岡市駿河区 ふじみ幼稚園 2021/11/26
静岡市駿河区 西豊田小学校 2021/11/26
静岡市駿河区 森下小学校 2021/11/25
静岡市駿河区 中島小学校 2021/11/22
浜松市中区 広沢小学校 2021/11/22
浜松市北区 初生幼稚園 2021/11/25
沼津市 開北小学校 2021/11/26
島田市 認定こども園島田中央幼稚園 2021/11/25
焼津市 黒石小学校 2021/11/24

愛知県 名古屋市北区 幼保連携型認定こども園若松幼稚園 2021/11/25
名古屋市昭和区 川原小学校 2021/11/22
名古屋市中川区 名古屋市立はとり幼稚園 2021/11/25
名古屋市守山区 金城学院幼稚園 2021/11/26
豊橋市 新川小学校 2021/11/26
岡崎市 橋目幼稚園 2021/11/22
一宮市 サンタマリア幼稚園 2021/11/25
春日井市 神領小学校 2021/11/25
豊川市 御油小学校 2021/11/25
津島市 東小学校 2021/11/22
津島市 高台寺小学校 2021/11/22
豊田市 若園小学校 2021/11/24
安城市 二本木小学校 2021/11/26
犬山市 犬山北小学校 2021/11/25
尾張旭市 城山小学校 2021/11/25
清須市 清洲中学校 2021/11/22
長久手市 市が洞小学校 2021/11/24

三重県 鈴鹿市 清和小学校 2021/11/25
滋賀県 大津市 膳所幼稚園 2021/11/26

大津市 逢坂幼稚園 2021/11/22
大津市 真野北幼稚園 2021/11/24
大津市 仰木の里東小学校 2021/11/26
長浜市 びわ南小学校 2021/11/25
草津市 志津小学校 2021/11/25
守山市 速野幼稚園 2021/11/25
栗東市 大宝小学校 2021/11/25

京都府 京都市北区 京都教育大学附属京都小中学校 2021/11/25
京都市左京区 認定こども園ふたば幼稚園 2021/11/25
京都市左京区 錦林小学校 2021/11/22
京都市南区 九条塔南小学校 2021/11/24
京都市右京区 葛野小学校 2021/11/24
京都市伏見区 向島秀蓮小中学校 2021/11/24
亀岡市 千代川小学校 2021/11/24
向日市 まこと幼稚園 2021/11/22
向日市 第３向陽小学校 2021/11/24
八幡市 八幡第三幼稚園 2021/11/22
八幡市 八幡第四幼稚園 2021/11/22
京田辺市 松井ケ丘幼稚園 2021/11/26
京田辺市 大住幼稚園 2021/11/26
南丹市 聖家族幼稚園 2021/11/25
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京都府 木津川市 相楽幼稚園 2021/11/24
大阪府 大阪市福島区 海老江東小学校 2021/11/22

大阪市天王寺区 聖和小学校 2021/11/26
大阪市西淀川区 柏里小学校 2021/11/25
大阪市西淀川区 大阪府立西淀川支援学校 2021/11/25
大阪市東淀川区 東淡路小学校 2021/11/24
大阪市東淀川区 東井高野小学校 2021/11/25
大阪市阿倍野区 常盤小学校 2021/11/24
堺市北区 金岡南小学校 2021/11/22
豊中市 千成小学校 2021/11/24
吹田市 吹田第二小学校 2021/11/22
高槻市 丸橋小学校 2021/11/24
貝塚市 津田小学校 2021/11/24
枚方市 報徳幼稚園 2021/11/24
枚方市 香陽小学校 2021/11/25
八尾市 高安小中学校 2021/11/24
箕面市 東小学校 2021/11/24
門真市 二島小学校 2021/11/26
高石市 東羽衣小学校 2021/11/24
交野市 旭小学校 2021/11/25
阪南市 舞小学校 2021/11/24

兵庫県 神戸市垂水区 東垂水小学校 2021/11/24
神戸市西区 平野中学校 2021/11/24
神戸市西区 王塚台中学校 2021/11/26
神戸市西区 伊川谷北高等学校 2021/11/25
姫路市 花田小学校 2021/11/25
姫路市 高岡西小学校 2021/11/22
姫路市 城東小学校 2021/11/25
姫路市 津田小学校 2021/11/25
尼崎市 立花小学校 2021/11/26
明石市 清水幼稚園 2021/11/22
明石市 錦浦幼稚園 2021/11/25
明石市 山手小学校 2021/11/24
明石市 人丸小学校 2021/11/24
明石市 二見北小学校 2021/11/25
西宮市 高木小学校 2021/11/26
芦屋市 潮見幼稚園 2021/11/22
伊丹市 ロザリオ幼稚園 2021/11/24

奈良県 橿原市 耳成小学校 2021/11/26
生駒市 光明中学校 2021/11/25

和歌山県 和歌山市 楠見小学校 2021/11/26
御坊市 御坊小学校 2021/11/22

鳥取県 東伯郡北栄町 由良こども園 2021/11/22
島根県 浜田市 認定こども園みなと子ども園 2021/11/26

大田市 仁摩小学校 2021/11/24
岡山県 岡山市中区 宇野小学校 2021/11/25

倉敷市 第五福田小学校 2021/11/25
倉敷市 玉島北中学校 2021/11/22
総社市 総社西小学校 2021/11/22
瀬戸内市 行幸幼稚園 2021/11/22

広島県 広島市中区 広瀬小学校 2021/11/22
広島市南区 宇品小学校 2021/11/25
広島市西区 三篠小学校 2021/11/22
広島市安佐南区 ほうりん東野幼稚園 2021/11/26
広島市安佐南区 安北小学校 2021/11/22
広島市安佐南区 伴東小学校 2021/11/22
広島市安佐北区 可部小学校 2021/11/22
三原市 沼田小学校 2021/11/24
三原市 深小学校 2021/11/22
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広島県 尾道市 向島中央小学校 2021/11/24
福山市 戸手小学校 2021/11/26
府中市 府中すばる幼稚園 2021/11/25
大竹市 小方小学校 2021/11/24
廿日市市 宮内小学校 2021/11/24
廿日市市 大野東小学校 2021/11/26
山県郡北広島町 壬生小学校 2021/11/24

山口県 岩国市 愛宕小学校 2021/11/24
光市 室積小学校 2021/11/26

徳島県 徳島市 福島小学校 2021/11/25
香川県 高松市 仏生山小学校 2021/11/24

高松市 亀阜小学校 2021/11/24
綾歌郡宇多津町 香川短期大学附属幼稚園 2021/11/24

愛媛県 松山市 番町幼稚園 2021/11/24
松山市 堀江小学校 2021/11/22
今治市 愛媛県立今治特別支援学校 2021/11/26
今治市 大三島小学校 2021/11/22
宇和島市 奥南小学校 2021/11/26
新居浜市 金子小学校 2021/11/25
大洲市 徳森保育所 2021/11/26
伊予市 上灘保育所 2021/11/26
伊予市 北山崎幼稚園 2021/11/22

西予市 愛媛県立宇和特別支援学校 2021/11/26
高知県 高岡郡梼原町 梼原中学校 2021/11/25
福岡県 北九州市若松区 赤崎小学校 2021/11/24

北九州市小倉南区 高蔵小学校 2021/11/24
福岡市東区 香住丘小学校 2021/11/22
大牟田市 銀水幼稚園 2021/11/22
柳川市 柳河小学校 2021/11/26
筑紫野市 天拝小学校 2021/11/26
春日市 春日東小学校 2021/11/24
宗像市 赤間西小学校 2021/11/22
太宰府市 水城小学校 2021/11/22
福津市 神興東小学校 2021/11/24
糸島市 福吉小学校 2021/11/26

長崎県 長崎市 みのりが丘幼稚園 2021/11/24
長崎市 土井首小学校 2021/11/22
長崎市 茂木小学校 2021/11/26
長崎市 晴海台小学校 2021/11/22
諫早市 みはる台小学校 2021/11/22
南松浦郡新上五島町 魚目小学校 2021/11/26

熊本県 熊本市中央区 向山幼稚園 2021/11/22
熊本市中央区 碩台小学校 2021/11/22
熊本市東区 桜木東小学校 2021/11/24

大分県 大分市 三佐小学校 2021/11/24
大分市 東稙田小学校 2021/11/25
大分市 大在小学校 2021/11/22
大分市 豊府小学校 2021/11/24
大分市 敷戸小学校 2021/11/24
臼杵市 市浜小学校 2021/11/24
臼杵市 下ノ江小学校 2021/11/25
豊後大野市 犬飼小学校 2021/11/25

宮崎県 宮崎市 宮崎南小学校 2021/11/24
延岡市 岡富小学校 2021/11/22
延岡市 南小学校 2021/11/24
日向市 財光寺南小学校 2021/11/26
西都市 穂北学園　西都ふたば幼稚園 2021/11/22

西予市
宇和特別支援学校(聴覚障がい部門・
肢体不自由部門）

2021/11/26
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鹿児島県 鹿児島市 田上幼稚園 2021/11/24
鹿児島市 清水小学校 2021/11/25
鹿児島市 松元小学校 2021/11/24
鹿児島市 桜丘東小学校 2021/11/22
鹿児島市 武岡台小学校 2021/11/24
鹿児島市 大明丘小学校 2021/11/22
鹿児島市 伊敷台小学校 2021/11/24
奄美市 名瀬中学校 2021/11/25
薩摩郡さつま町 宮之城聖母幼稚園 2021/11/25

沖縄県 豊見城市 長嶺小学校 2021/11/25

ありがとうございました！
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