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北海道 札幌市北区 光陽小学校 2021/12/16
札幌市東区 苗穂小学校 2021/12/14
札幌市西区 手稲東小学校 2021/12/14
札幌市手稲区 富丘小学校 2021/12/14
札幌市清田区 理想学園　認定こども園つみき 2021/12/15
小樽市 塩谷小学校 2021/12/14
北見市 大正小学校 2021/12/16
岩見沢市 東光中学校 2021/12/14
江別市 いずみ野小学校 2021/12/14
千歳市 千歳第二小学校 2021/12/14
北斗市 浜分小学校 2021/12/17
河東郡音更町 西中音更小学校 2021/12/16

青森県 青森市 沖館小学校 2021/12/15
青森市 浪岡野沢小学校 2021/12/17
弘前市 弘前みなみ幼稚園 2021/12/14
弘前市 相馬小学校 2021/12/13
八戸市 吹上小学校 2021/12/16
八戸市 中居林小学校 2021/12/14

岩手県 盛岡市 大新小学校 2021/12/17
盛岡市 東松園小学校 2021/12/14
宮古市 宮古泉幼稚園 2021/12/17

宮城県 仙台市青葉区 小松島小学校 2021/12/13
仙台市宮城野区 立華認定こども園 2021/12/16
仙台市太白区 金剛沢小学校 2021/12/16
仙台市太白区 長町南小学校 2021/12/15
仙台市泉区 長命ケ丘小学校 2021/12/15
塩釜市 塩釜市立第二小学校 2021/12/14
名取市 寿なとり学園　なとり第二幼稚園 2021/12/14
岩沼市 岩沼小学校 2021/12/16
岩沼市 岩沼小学校 2021/12/16
岩沼市 岩沼南小学校 2021/12/15

秋田県 秋田市 高清水小学校 2021/12/17
秋田市 土崎南小学校 2021/12/14
大館市 有浦小学校 2021/12/14
由利本荘市 みどり保育園 2021/12/17
由利本荘市 西目こども園 2021/12/15

福島県 福島市 清水幼稚園 2021/12/17
福島市 大森小学校 2021/12/13
会津若松市 謹教小学校 2021/12/17
郡山市 志賀学園　並木幼稚園 2021/12/13
郡山市 大槻小学校 2021/12/14
いわき市 中央台東小学校 2021/12/15
喜多方市 熊倉小学校 2021/12/14
南相馬市 高平小学校 2021/12/14

茨城県 日立市 大久保小学校 2021/12/15
日立市 助川小学校 2021/12/14
日立市 会瀬小学校 2021/12/17
日立市 久慈小学校 2021/12/14
古河市 下辺見小学校 2021/12/16
取手市 宮和田小学校 2021/12/14
牛久市 中根小学校 2021/12/13
つくば市 竹園西小学校 2021/12/15
ひたちなか市 市毛小学校 2021/12/14
ひたちなか市 前渡小学校 2021/12/14
ひたちなか市 津田小学校 2021/12/13
ひたちなか市 田彦小学校 2021/12/15
守谷市 高野小学校 2021/12/16
行方市 聖愛学園認定こども園のぞみ 2021/12/16
小美玉市 玉里保育園 2021/12/17
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栃木県 宇都宮市 御幸小学校 2021/12/16
宇都宮市 岡本西小学校 2021/12/17
宇都宮市 宇都宮東高等学校附属中学校 2021/12/15
河内郡上三川町 本郷中学校 2021/12/13

群馬県 前橋市 粕川小学校 2021/12/16
高崎市 豊岡小学校 2021/12/14
高崎市 乗附小学校 2021/12/15
高崎市 中川小学校 2021/12/15
桐生市 境野小学校 2021/12/15
沼田市 沼田小学校 2021/12/17
館林市 第一小学校 2021/12/13

埼玉県 さいたま市北区 植竹小学校 2021/12/17
さいたま市桜区 土合小学校 2021/12/17
さいたま市桜区 田島小学校 2021/12/17
さいたま市桜区 新開小学校 2021/12/14
さいたま市桜区 大久保小学校 2021/12/17
さいたま市浦和区 木崎小学校 2021/12/13
さいたま市浦和区 仲町小学校 2021/12/16
さいたま市浦和区 大東小学校 2021/12/14
さいたま市緑区 桜美林幼稚園 2021/12/13
さいたま市緑区 尾間木小学校 2021/12/13
川越市 霞ケ関西小学校 2021/12/16
川口市 南平幼稚園 2021/12/16
川口市 前川東小学校 2021/12/17
川口市 神根小学校 2021/12/17
川口市 仲町小学校 2021/12/17
川口市 新郷南小学校 2021/12/16
川口市 朝日東小学校 2021/12/15
川口市 戸塚小学校 2021/12/14
川口市 芝中学校 2021/12/15
行田市 まつたけ幼稚園 2021/12/16
所沢市 上新井小学校 2021/12/15
加須市 加須保育園 2021/12/14
春日部市 武里南小学校 2021/12/15
春日部市 内牧小学校 2021/12/14
春日部市 中野小学校 2021/12/13
春日部市 春日部南中学校 2021/12/13
狭山市 富士見小学校 2021/12/14
鴻巣市 赤見台第二小学校 2021/12/14
上尾市 大石小学校 2021/12/16
和光市 和光市立第五小学校 2021/12/13
新座市 大和田小学校 2021/12/16
新座市 新座小学校 2021/12/17
新座市 陣屋小学校 2021/12/15
新座市 新座市立第二中学校 2021/12/14
久喜市 菖蒲東小学校 2021/12/15
久喜市 栗橋南小学校 2021/12/15
富士見市 ふじみ野小学校 2021/12/16
富士見市 つるせ台小学校 2021/12/16
富士見市 針ケ谷小学校 2021/12/17
三郷市 埼玉県立三郷特別支援学校 2021/12/16
蓮田市 平野小学校 2021/12/16
幸手市 上高野小学校 2021/12/14
幸手市 長倉小学校 2021/12/14
鶴ケ島市 新町小学校 2021/12/16
吉川市 吉川幼稚園 2021/12/17
吉川市 栄小学校 2021/12/14
吉川市 美南小学校 2021/12/13
白岡市 白岡市立西小学校 2021/12/14
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埼玉県 北葛飾郡杉戸町 杉戸町立西小学校 2021/12/16
北葛飾郡杉戸町 杉戸町立東中学校 2021/12/16

千葉県 千葉市中央区 星久喜小学校 2021/12/14
千葉市中央区 仁戸名小学校 2021/12/16
千葉市中央区 生浜小学校 2021/12/16
千葉市中央区 松ケ丘中学校 2021/12/16
千葉市花見川区 千葉朝鮮初中級学校 2021/12/15
千葉市花見川区 さつきが丘東小学校 2021/12/13
千葉市稲毛区 草野小学校 2021/12/15
千葉市若葉区 千城台南幼稚園 2021/12/14
千葉市若葉区 小倉小学校 2021/12/15
千葉市緑区 あすみが丘小学校 2021/12/15
千葉市美浜区 高洲第四小学校 2021/12/13
千葉市美浜区 幸町第一中学校 2021/12/13
市川市 南行徳小学校 2021/12/15
市川市 妙典小学校 2021/12/17
市川市 幸小学校 2021/12/16
船橋市 すずらん幼稚園 2021/12/14
船橋市 宮本小学校 2021/12/15
船橋市 高根台第二小学校 2021/12/15
船橋市 法典東小学校 2021/12/15
船橋市 七林小学校 2021/12/15
船橋市 坪井小学校 2021/12/15
松戸市 聖徳大学附属第二幼稚園 2021/12/17
松戸市 矢切小学校 2021/12/13
松戸市 中部小学校 2021/12/16
松戸市 六実小学校 2021/12/14
松戸市 聖徳大学附属小学校 2021/12/16
野田市 江口学園　関宿幼稚園 2021/12/16
野田市 みずき小学校 2021/12/14
野田市 岩木小学校 2021/12/16
成田市 成田幼稚園 2021/12/13
成田市 玉造小学校 2021/12/15
佐倉市 南志津小学校 2021/12/13
東金市 ときがね幼稚園 2021/12/17
東金市 鴇嶺小学校 2021/12/16
習志野市 津田沼小学校 2021/12/17
習志野市 実籾小学校 2021/12/17
習志野市 袖ケ浦西小学校 2021/12/14
習志野市 東習志野小学校 2021/12/16
市原市 市原小学校 2021/12/17
市原市 五所小学校 2021/12/17
流山市 南流山小学校 2021/12/13
鴨川市 天津小湊幼稚園小学校 2021/12/15
浦安市 日の出幼稚園 2021/12/14
四街道市 四和小学校 2021/12/13
八街市 八街東小学校 2021/12/14
印西市 原山幼稚園 2021/12/17
白井市 白井若葉幼稚園 2021/12/14
白井市 池の上小学校 2021/12/16
富里市 日吉台小学校 2021/12/16
富里市 富里南小学校 2021/12/15
富里市 七栄小学校 2021/12/17
山武市 鳴浜小学校 2021/12/16
印旛郡酒々井町 大室台小学校 2021/12/14

東京都 中央区 明石幼稚園 2021/12/14
中央区 月島第二小学校 2021/12/16
港区 枝光会附属幼稚園 2021/12/13
新宿区 淀橋第四幼稚園 2021/12/17
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東京都 新宿区 牛込仲之幼稚園 2021/12/15
文京区 誠之小学校 2021/12/15
台東区 台東初音幼稚園 2021/12/17
墨田区 柳島幼稚園 2021/12/13
江東区 都立江東特別支援学校 2021/12/15
目黒区 八雲小学校 2021/12/13
目黒区 第十一中学校 2021/12/15
大田区 矢口小学校 2021/12/13
大田区 雪谷小学校 2021/12/17
大田区 大森第三小学校 2021/12/17
大田区 矢口東小学校 2021/12/17
世田谷区 あかつつみ幼稚園 2021/12/15
世田谷区 桜丘小学校 2021/12/17
世田谷区 玉川小学校 2021/12/17
世田谷区 玉堤小学校 2021/12/15
世田谷区 代沢小学校 2021/12/17
世田谷区 砧小学校 2021/12/13
世田谷区 聖ドミニコ学園小学校 2021/12/14
世田谷区 武蔵丘小学校 2021/12/15
杉並区 杉並日の出幼稚園 2021/12/14
杉並区 杉並教会幼稚園 2021/12/14
杉並区 天沼小学校 2021/12/16
杉並区 済美小学校 2021/12/14
杉並区 四宮小学校 2021/12/15
杉並区 桃井第二小学校 2021/12/16
豊島区 十文字中学･高等学校 2021/12/17
北区 西浮間小学校 2021/12/15
北区 豊川小学校 2021/12/15
北区 田端中学校 2021/12/17
荒川区 南千住第三幼稚園 2021/12/17
板橋区 上板橋第二小学校 2021/12/16
練馬区 大泉東小学校 2021/12/14
練馬区 石神井台小学校 2021/12/17
練馬区 南田中小学校 2021/12/16
足立区 綾瀬小学校 2021/12/17
葛飾区 西小菅小学校 2021/12/15
葛飾区 よつぎ小学校 2021/12/17
江戸川区 レジナ幼稚園 2021/12/14
江戸川区 篠崎第二小学校 2021/12/15
江戸川区 新堀小学校 2021/12/15
八王子市 聖公会八王子幼稚園 2021/12/13
八王子市 みなみ野君田小学校 2021/12/16
八王子市 第四小学校 2021/12/13
八王子市 第三小学校 2021/12/15
八王子市 浅川小学校 2021/12/13
立川市 立川市立第六小学校 2021/12/14
立川市 上砂川小学校 2021/12/17
三鷹市 高山小学校 2021/12/17
府中市 府中白糸台幼稚園 2021/12/17
府中市 府中第一小学校 2021/12/17
府中市 南白糸台小学校 2021/12/14
府中市 府中第六小学校 2021/12/17
調布市 飛田給小学校 2021/12/16
調布市 多摩川小学校 2021/12/13
町田市 高ケ坂小学校 2021/12/16
町田市 小山田南小学校 2021/12/13
町田市 南つくし野小学校 2021/12/16
町田市 南成瀬小学校 2021/12/16
小平市 小平第五小学校 2021/12/15
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東京都 国分寺市 国分寺市立第九小学校 2021/12/15
清瀬市 清瀬しらうめ幼稚園 2021/12/14
東久留米市 南町小学校 2021/12/17
あきる野市 ころりん村幼児園 2021/12/14
西東京市 西東京市立東小学校 2021/12/14

神奈川県 横浜市鶴見区 矢向小学校 2021/12/14
横浜市鶴見区 下野谷小学校 2021/12/14
横浜市鶴見区 新鶴見小学校 2021/12/16
横浜市神奈川区 斎藤分小学校 2021/12/17
横浜市神奈川区 羽沢小学校 2021/12/16
横浜市中区 横浜雙葉小学校 2021/12/15
横浜市保土ケ谷区 セント・メリー幼稚園 2021/12/16
横浜市保土ケ谷区 富士見台小学校 2021/12/14
横浜市金沢区 神奈川県立金沢養護学校 2021/12/17
横浜市港北区 プリンス幼稚園 2021/12/14
横浜市戸塚区 柏尾小学校 2021/12/14
横浜市戸塚区 戸塚小学校 2021/12/14
横浜市戸塚区 上矢部小学校 2021/12/17
横浜市港南区 日下小学校 2021/12/15
横浜市港南区 港南台第二小学校 2021/12/15
横浜市旭区 中沢小学校 2021/12/13
横浜市旭区 上白根小学校 2021/12/14
横浜市旭区 南本宿小学校 2021/12/13
横浜市旭区 善部小学校 2021/12/17
横浜市緑区 長津田小学校 2021/12/15
横浜市瀬谷区 瀬谷さくら小学校 2021/12/13
横浜市栄区 桂台小学校 2021/12/14
横浜市栄区 横浜市立本郷特別支援学校 2021/12/16
横浜市泉区 認定こども園　泉ヶ丘幼稚園 2021/12/16
横浜市都筑区 荏田小学校 2021/12/14
川崎市川崎区 京町小学校 2021/12/15
川崎市中原区 西中原中学校 2021/12/15
川崎市高津区 東高津小学校 2021/12/15
川崎市高津区 子母口小学校 2021/12/17
川崎市多摩区 中野島小学校 2021/12/17
川崎市多摩区 東生田小学校 2021/12/16
川崎市多摩区 カリタス学園 2021/12/14
川崎市宮前区 宮崎小学校 2021/12/13
川崎市宮前区 鷺沼小学校 2021/12/15
相模原市緑区 鳥屋小学校 2021/12/13
相模原市南区 大沼小学校 2021/12/13
相模原市南区 谷口小学校 2021/12/15
横須賀市 鴨居幼稚園 2021/12/17
横須賀市 森崎小学校 2021/12/13
平塚市 崇善小学校 2021/12/17
平塚市 真土小学校 2021/12/17
藤沢市 善行小学校 2021/12/15
藤沢市 本町小学校 2021/12/14
藤沢市 鵠沼小学校 2021/12/14
小田原市 足柄小学校 2021/12/15
茅ケ崎市 鶴嶺小学校 2021/12/15
茅ケ崎市 梅田中学校 2021/12/13
三浦市 名向小学校 2021/12/16
秦野市 すえひろこども園 2021/12/16
秦野市 秦野市立西小学校 2021/12/14
厚木市 なかい学園ぬるみず幼稚園 2021/12/16
厚木市 毛利台小学校 2021/12/15
大和市 大野原小学校 2021/12/13
座間市 ひばりが丘小学校 2021/12/17
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神奈川県 綾瀬市 北の台小学校 2021/12/16
三浦郡葉山町 葉山小学校 2021/12/13
高座郡寒川町 寒川小学校 2021/12/14
中郡二宮町 一色小学校 2021/12/13

新潟県 新潟市東区 山の下小学校 2021/12/16
新潟市中央区 こども園未来へ 2021/12/15
新潟市西蒲区 巻西中学校 2021/12/16
長岡市 旭岡中学校 2021/12/17
十日町市 むつみこども園 2021/12/14

富山県 富山市 奥田小学校 2021/12/14
富山市 月岡中学校 2021/12/13
高岡市 戸出東部保育園 2021/12/14
高岡市 戸出東部小学校 2021/12/13
中新川郡立山町 みどりの森保育園 2021/12/14

石川県 金沢市 千坂小学校 2021/12/15
金沢市 浅野川小学校 2021/12/14
輪島市 海の星幼稚園 2021/12/14

福井県 三方上中郡若狭町 気山小学校 2021/12/16
長野県 長野市 湯谷小学校 2021/12/16

松本市 本郷南幼稚園 2021/12/14
松本市 本郷小学校 2021/12/16
岡谷市 岡谷東部中学校 2021/12/17
諏訪市 湖南小学校 2021/12/16
安曇野市 穂高南小学校 2021/12/15
下伊那郡喬木村 飯田養護学校 2021/12/15

岐阜県 岐阜市 岐阜東幼稚園 2021/12/14
岐阜市 七郷小学校 2021/12/14
大垣市 中川小学校 2021/12/14
大垣市 中川小学校 2021/12/14
羽島市 正木小学校 2021/12/17
各務原市 ひよし幼稚園 2021/12/15
各務原市 子苑第一幼稚園 2021/12/14
各務原市 那加第一小学校 2021/12/15
各務原市 稲羽中学校 2021/12/16
郡上市 白鳥小学校 2021/12/17

静岡県 静岡市清水区 清水花園学園八坂幼稚園 2021/12/16
静岡市清水区 曙保育園 2021/12/15
静岡市清水区 清水飯田小学校 2021/12/13
静岡市清水区 清水有度第二小学校 2021/12/16
浜松市中区 松城幼稚園 2021/12/15
浜松市西区 和地幼稚園 2021/12/13
浜松市西区 さなる幼稚園 2021/12/15
富士宮市 黒田幼稚園 2021/12/15
富士宮市 東小学校 2021/12/15
焼津市 大井川東小学校 2021/12/16

愛知県 名古屋市北区 東志賀小学校 2021/12/17
名古屋市昭和区 南山高等・中学校男子部 2021/12/15
名古屋市港区 呉竹幼稚園 2021/12/13
名古屋市守山区 もみじこども園 2021/12/13
豊橋市 認定こども園牛川育英幼稚園 2021/12/15
豊橋市 あしはら保育園 2021/12/14
豊橋市 吉田方小学校 2021/12/15
豊橋市 富士見小学校 2021/12/15
岡崎市 たつみ幼稚園 2021/12/16
一宮市 今伊勢西小学校 2021/12/15
春日井市 春日マリア幼稚園 2021/12/14
春日井市 中央台小学校 2021/12/14
豊田市 若園中学校 2021/12/14
安城市 安城東部小学校 2021/12/14
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愛知県 西尾市 離島保育園 2021/12/15
蒲郡市 蒲郡バプテスト教会光の園 2021/12/15
蒲郡市 塩津中学校 2021/12/16
江南市 宮田小学校 2021/12/14
稲沢市 愛知文教女子短期大学附属第一幼稚園 2021/12/13
東海市 上野台幼稚園 2021/12/14
大府市 大府小学校 2021/12/16
海部郡蟹江町 学戸小学校 2021/12/13
知多郡東浦町 藤江小学校 2021/12/16

三重県 四日市市 富田文化幼稚園 2021/12/17
松阪市 徳和小学校 2021/12/13
桑名市 修徳小学校 2021/12/16
桑名市 立教小学校 2021/12/14
桑名市 大山田東小学校 2021/12/17
桑名市 光陵中学校 2021/12/14
鈴鹿市 国府幼稚園 2021/12/17
鈴鹿市 旭が丘小学校 2021/12/17

滋賀県 大津市 志賀北幼稚園 2021/12/14
大津市 唐崎幼稚園 2021/12/13
大津市 瀬田北幼稚園 2021/12/16
大津市 聖母幼稚園 2021/12/15
大津市 膳所小学校 2021/12/13
大津市 木戸小学校 2021/12/14
大津市 下阪本小学校 2021/12/15
彦根市 彦根幼稚園 2021/12/14
草津市 渋川小学校 2021/12/14
草津市 老上西小学校 2021/12/14
守山市 河西小学校 2021/12/17
野洲市 野洲幼稚園 2021/12/14
野洲市 中主小学校 2021/12/14

京都府 京都市北区 今宮幼稚園 2021/12/15
京都市北区 柊野小学校 2021/12/17
京都市上京区 嘉楽中学校 2021/12/15
京都市左京区 ノートルダム女学院中学・高等学校 2021/12/14
京都市中京区 朱雀第七小学校 2021/12/17
京都市中京区 朱雀第二小学校 2021/12/16
京都市下京区 下京雅小学校 2021/12/16
京都市南区 上鳥羽小学校 2021/12/14
京都市伏見区 京都教育大学附属幼稚園 2021/12/15
京都市伏見区 下鳥羽小学校 2021/12/14
京都市山科区 小野小学校 2021/12/14
京都市西京区 京都市立西総合支援学校 2021/12/16

大阪府 大阪市西区 福音幼稚園 2021/12/13
大阪市西区 明治小学校 2021/12/16
大阪市阿倍野区 常盤小学校 2021/12/16
大阪市鶴見区 横堤小学校 2021/12/15
大阪市住之江区 どろんこ保育園 2021/12/14
大阪市北区 扇町同胞幼稚園 2021/12/14
大阪市北区 西天満小学校 2021/12/15
堺市東区 登美丘西小学校 2021/12/14
堺市西区 堺市立第２もず園 2021/12/14
豊中市 上野小学校 2021/12/17
豊中市 泉丘小学校 2021/12/17
豊中市 高川小学校 2021/12/13
池田市 石橋南小学校 2021/12/14
吹田市 吹田第三幼稚園 2021/12/14
吹田市 吹田南小学校 2021/12/14
吹田市 西山田小学校 2021/12/15
吹田市 東山田小学校 2021/12/14
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大阪府 吹田市 山田第五小学校 2021/12/14
高槻市 北日吉台小学校 2021/12/14
枚方市 五常小学校 2021/12/15
枚方市 交北小学校 2021/12/14
枚方市 樟葉西小学校 2021/12/17
枚方市 さだ東小学校 2021/12/17
富田林市 富田林小学校 2021/12/15
松原市 天美小学校 2021/12/16
箕面市 アサンプション国際小学校 2021/12/15
箕面市 西南小学校 2021/12/16
泉南郡田尻町 田尻町立幼稚園・保育所 2021/12/13

兵庫県 神戸市灘区 灘すずかけ幼稚園 2021/12/15
神戸市灘区 六甲小学校 2021/12/15
神戸市灘区 福住小学校 2021/12/15
神戸市灘区 福住小学校 2021/12/15
神戸市長田区 御蔵小学校 2021/12/14
神戸市須磨区 鷹取中学校 2021/12/14
神戸市垂水区 霞ケ丘小学校 2021/12/17
神戸市北区 谷上小学校 2021/12/14
神戸市北区 ひよどり台小学校 2021/12/13
神戸市北区 西山小学校 2021/12/15
神戸市北区 甲緑小学校 2021/12/14
神戸市北区 星和台中学校 2021/12/16
神戸市西区 有瀬幼稚園 2021/12/14
神戸市西区 井吹東小学校 2021/12/13
神戸市西区 王塚台中学校 2021/12/15
姫路市 水上幼稚園 2021/12/14
姫路市 マリア幼稚園 2021/12/17
姫路市 高岡小学校 2021/12/16
姫路市 広峰小学校 2021/12/14
尼崎市 園田南小学校 2021/12/16
尼崎市 難波の梅小学校 2021/12/15
明石市 貴崎幼稚園 2021/12/17
明石市 明石幼稚園 2021/12/17
西宮市 苦楽園小学校 2021/12/17
西宮市 高木北小学校 2021/12/14
西宮市 瓦木中学校 2021/12/15
洲本市 加茂小学校 2021/12/16
芦屋市 浜風小学校 2021/12/15
芦屋市 山手中学校 2021/12/15
伊丹市 緑丘小学校 2021/12/15
伊丹市 伊丹朝鮮初級学校 2021/12/13
加古川市 鳩里小学校 2021/12/14
加古川市 神野小学校 2021/12/17
宝塚市 宝塚小学校 2021/12/13
宝塚市 長尾南小学校 2021/12/17
宝塚市 すみれガ丘小学校 2021/12/16
宝塚市 宝塚第一中学校 2021/12/15
宍粟市 城下小学校 2021/12/17
揖保郡太子町 龍田幼稚園 2021/12/15
揖保郡太子町 龍田小学校 2021/12/16

奈良県 奈良市 東登美ケ丘こども園 2021/12/15
奈良市 奈良教育大学附属小学校 2021/12/17
奈良市 伏見小学校 2021/12/13
奈良市 六条小学校 2021/12/15
奈良市 大安寺小学校 2021/12/14
奈良市 神功小学校 2021/12/13
奈良市 佐保川小学校 2021/12/15
橿原市 耳成南幼稚園 2021/12/13
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奈良県 橿原市 耳成西小学校 2021/12/14
橿原市 耳成西小学校 2021/12/17
生駒市 鹿ノ台小学校 2021/12/17

和歌山県 和歌山市 愛徳幼稚園 2021/12/13
和歌山市 山口幼稚園 2021/12/14
和歌山市 砂山小学校 2021/12/14
橋本市 西部小学校 2021/12/17
有田郡有田川町 田殿小学校 2021/12/17

鳥取県 西伯郡日吉津村 日吉津保育所 2021/12/15
島根県 出雲市 西野小学校 2021/12/16

安来市 十神小学校 2021/12/16
岡山県 岡山市北区 御南小学校 2021/12/17

岡山市中区 幡多小学校 2021/12/15
倉敷市 中島小学校 2021/12/16
倉敷市 中島小学校 2021/12/15
倉敷市 葦高小学校 2021/12/15
倉敷市 茶屋町小学校 2021/12/13
倉敷市 福田中学校 2021/12/15
苫田郡鏡野町 香南保育園 2021/12/14
苫田郡鏡野町 芳野こども園 2021/12/15

広島県 広島市南区 翠町小学校 2021/12/13
広島市安佐南区 祇園小学校 2021/12/16
広島市安佐南区 安小学校 2021/12/13
広島市安佐北区 落合幼稚園 2021/12/13
広島市佐伯区 石内北小学校 2021/12/16
呉市 港町小学校 2021/12/14
呉市 横路小学校 2021/12/13
呉市 昭和中央小学校 2021/12/17
尾道市 栗原小学校 2021/12/15
尾道市 美木原小学校 2021/12/14
福山市 駅家小学校 2021/12/14
大竹市 玖波小学校 2021/12/15
東広島市 三永小学校 2021/12/16
東広島市 小谷小学校 2021/12/13
安芸郡府中町 府中小学校 2021/12/14

山口県 下関市 王喜小学校 2021/12/13
宇部市 厚南小学校 2021/12/14
山口市 白石小学校 2021/12/14
山口市 山口大学教育学部附属山口小学校 2021/12/14
防府市 小野小学校 2021/12/16
周南市 富田東小学校 2021/12/16
周南市 久米小学校 2021/12/14
周南市 徳山小学校 2021/12/17

徳島県 鳴門市 明神幼稚園 2021/12/14
鳴門市 黒崎小学校 2021/12/13
板野郡板野町 徳島県立板野支援学校 2021/12/15

香川県 高松市 マリア幼稚園 2021/12/15
高松市 弦打幼稚園 2021/12/13
高松市 亀阜小学校 2021/12/13
高松市 新番丁小学校 2021/12/17
高松市 木太小学校 2021/12/15
高松市 木太小学校 2021/12/15
高松市 香西小学校 2021/12/16
高松市 屋島西小学校 2021/12/17
丸亀市 飯山中学校 2021/12/16
善通寺市 善通寺養護学校 2021/12/16

愛媛県 松山市 認定こども園　北条幼稚園 2021/12/13
松山市 東雲小学校 2021/12/14
松山市 雄郡小学校 2021/12/16
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愛媛県 松山市 味酒小学校 2021/12/14
松山市 清水小学校 2021/12/14
松山市 潮見小学校 2021/12/14
松山市 石井北小学校 2021/12/16
松山市 さくら小学校 2021/12/13
松山市 福音小学校 2021/12/17
宇和島市 認定こども園いぶき幼稚園 2021/12/14
新居浜市 新居浜小学校 2021/12/15
新居浜市 大生院小学校 2021/12/13
西条市 たから幼稚園 2021/12/17
西条市 中川小学校 2021/12/14

高知県 高知市 一宮幼稚園 2021/12/15
高知市 杉の子第２幼稚園 2021/12/17
南国市 フレンド幼稚園 2021/12/14
香南市 香我美小学校 2021/12/16

福岡県 北九州市若松区 北九州市立小池特別支援学校 2021/12/16
北九州市八幡東区 槻田小学校 2021/12/17
北九州市八幡西区 萩原小学校 2021/12/17
福岡市東区 美和台小学校 2021/12/13
福岡市東区 青葉小学校 2021/12/15
福岡市南区 鶴田小学校 2021/12/17
久留米市 久留米育英幼稚園 2021/12/16
春日市 春日小学校 2021/12/15
大野城市 大野南小学校 2021/12/15
宗像市 河東西小学校 2021/12/17
太宰府市 二日市カトリック幼稚園 2021/12/13
福津市 福間小学校 2021/12/14
嘉麻市 稲築東小学校 2021/12/17
糸島市 一貴山小学校 2021/12/13
糸島市 東風小学校 2021/12/13

佐賀県 佐賀市 高木瀬小学校 2021/12/13
佐賀市 勧興小学校 2021/12/14
佐賀市 城南中学校 2021/12/16
唐津市 平原小学校 2021/12/14
鳥栖市 神辺幼稚園 2021/12/16

長崎県 長崎市 伊良林小学校 2021/12/14
長崎市 長崎精道小学校 2021/12/15
長崎市 長崎県立鶴南特別支援学校 2021/12/14
諫早市 北諫早小学校 2021/12/17
諫早市 森山西小学校 2021/12/15
大村市 鈴田小学校 2021/12/13
雲仙市 北串小学校 2021/12/14
西彼杵郡時津町 時津東小学校 2021/12/15
東彼杵郡東彼杵町 彼杵小学校 2021/12/15

熊本県 熊本市中央区 託麻原小学校 2021/12/14
熊本市南区 ルンビニー幼稚園 2021/12/16
熊本市南区 隈庄幼稚園 2021/12/17
宇土市 宇土小学校 2021/12/15
上益城郡益城町 広安小学校 2021/12/15

大分県 大分市 竹中小学校 2021/12/17
大分市 宗方小学校 2021/12/17
大分市 桃園小学校 2021/12/16
大分市 春日町小学校 2021/12/17
大分市 岩田中学校・高等学校 2021/12/14
中津市 南部小学校 2021/12/17
由布市 西庄内小学校 2021/12/13

宮崎県 宮崎市 加納小学校 2021/12/15
延岡市 南小学校 2021/12/14
日南市 南郷小学校 2021/12/17
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宮崎県 小林市 小林小学校 2021/12/15
西都市 穂北学園　西都ふたば幼稚園 2021/12/14

鹿児島県 鹿児島市 原良小学校 2021/12/15
鹿児島市 谷山小学校 2021/12/14
鹿児島市 鴨池小学校 2021/12/14
南さつま市 希望が丘学園附属加世田しらうめ幼稚園 2021/12/15
姶良市 加治木養護学校 2021/12/17

沖縄県 中頭郡読谷村 読谷小学校 2021/12/15

ありがとうございました！
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