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北海道 札幌市南区 藤野南小学校 2021/12/28
札幌市西区 山の手南小学校 2021/12/27
札幌市清田区 札幌きたの幼稚園 2021/12/28
帯広市 若葉小学校 2021/12/28
帯広市 大正小学校 2021/12/27
伊達市 東小学校 2021/12/27

青森県 弘前市 堀越小学校 2021/12/28
八戸市 西白山台小学校 2021/12/27
五所川原市 五所川原小学校 2021/12/28
五所川原市 三輪小学校 2021/12/28
上北郡七戸町 七戸小学校 2021/12/27

岩手県 盛岡市 厨川小学校 2021/12/27
宮城県 気仙沼市 松岩小学校 2021/12/28

東松島市 赤井小学校 2021/12/27
秋田県 能代市 渟城西小学校 2021/12/28

能代市 第四小学校 2021/12/28
大仙市 角間川小学校 2021/12/27

福島県 いわき市 四倉第二幼稚園 2021/12/27
伊達市 保原小学校 2021/12/28

茨城県 笠間市 友部小学校 2021/12/28
取手市 藤代小学校 2021/12/28
牛久市 岡田小学校 2021/12/27
ひたちなか市 佐野小学校 2021/12/28

栃木県 宇都宮市 栃木県立聾学校 2021/12/27
宇都宮市 泉が丘小学校 2021/12/27
小山市 栃木朝鮮初中級学校 2021/12/27
那須塩原市 西那須野幼稚園 2021/12/28
下都賀郡野木町 南赤塚小学校 2021/12/27

群馬県 沼田市 沼田めぐみこども園 2021/12/27
北群馬郡榛東村 南小学校 2021/12/27
甘楽郡下仁田町 馬山こども園 2021/12/27

埼玉県 さいたま市浦和区 常盤小学校 2021/12/28
川越市 南古谷小学校 2021/12/28
川口市 新郷東小学校 2021/12/28
越谷市 出羽小学校 2021/12/28
入間市 藤沢北小学校 2021/12/27

千葉県 千葉市中央区 蘇我小学校 2021/12/27
千葉市中央区 都小学校 2021/12/27
千葉市稲毛区 あやめ台小学校 2021/12/28
船橋市 船橋市立船橋特別支援学校 2021/12/28
木更津市 東清小学校 2021/12/27
木更津市 祇園小学校 2021/12/27
柏市 柏第三小学校 2021/12/28
市原市 千種小学校 2021/12/28

東京都 港区 芝浦小学校 2021/12/28
江東区 第二大島小学校 2021/12/28
目黒区 碑小学校 2021/12/28
世田谷区 用賀小学校 2021/12/27
北区 浮間小学校 2021/12/28
足立区 千寿桜小学校 2021/12/28
葛飾区 細田小学校 2021/12/28
葛飾区 堀切小学校 2021/12/28
町田市 玉川学園中学部 2021/12/28
小平市 なおび幼稚園 2021/12/28
小平市 たかのだい幼稚園 2021/12/28

神奈川県 横浜市西区 神奈川大学 2021/12/28
横浜市金沢区 西金沢学園小学部 2021/12/27
横浜市港北区 矢上小学校 2021/12/27
横浜市港南区 永谷小学校 2021/12/27
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神奈川県 川崎市幸区 幸町小学校 2021/12/27
川崎市高津区 橘小学校 2021/12/28
川崎市多摩区 宿河原小学校 2021/12/27
川崎市多摩区 南生田中学校 2021/12/28
川崎市宮前区 有馬小学校 2021/12/28
川崎市麻生区 長沢小学校 2021/12/28
川崎市麻生区 栗木台小学校 2021/12/27
相模原市緑区 橋本小学校 2021/12/28
横須賀市 神明小学校 2021/12/27
横須賀市 大矢部小学校 2021/12/27
鎌倉市 関谷小学校 2021/12/28
鎌倉市 大船中学校 2021/12/28
藤沢市 大庭小学校 2021/12/28
小田原市 早川小学校 2021/12/27
茅ケ崎市 松林中学校 2021/12/27
足柄下郡湯河原町 まさご保育園 2021/12/27

新潟県 新潟市東区 新潟聾学校 2021/12/27
長岡市 長岡聾学校 2021/12/27
村上市 村上中等教育学校 2021/12/28
糸魚川市 糸魚川東小学校 2021/12/27

富山県 富山市 月岡保育所 2021/12/28
富山市 柳町小学校 2021/12/28
富山市 熊野小学校 2021/12/27
小矢部市 大谷小学校 2021/12/28
射水市 大島小学校 2021/12/27

石川県 白山市 鳥越小学校 2021/12/28
福井県 福井市 順化小学校 2021/12/28

福井市 豊小学校 2021/12/27
小浜市 雲浜小学校 2021/12/28
鯖江市 鯖江東幼稚園 2021/12/27

長野県 長野市 篠ノ井幼稚園 2021/12/28
長野市 吉田小学校 2021/12/27
上田市 真田中学校 2021/12/27
飯田市 旭ケ丘中学校 2021/12/27
中野市 高社中学校 2021/12/28
佐久市 岩村田小学校 2021/12/28
千曲市 屋代中学校 2021/12/28
安曇野市 明科中学校 2021/12/27

岐阜県 土岐市 みなみ保育園 2021/12/28
静岡県 静岡市葵区 横内小学校 2021/12/27

静岡市清水区 船原幼稚園 2021/12/27
浜松市北区 小羊学園三方原スクエア 2021/12/28
沼津市 大岡小学校 2021/12/27
富士市 富士川第一幼稚園 2021/12/27
磐田市 磐田なかよしこども園 2021/12/27
焼津市 港小学校 2021/12/27
周智郡森町 森中学校 2021/12/28

愛知県 豊橋市 吉田方西保育園 2021/12/27
豊橋市 飯村小学校 2021/12/28
一宮市 三条小学校 2021/12/27
瀬戸市 效範小学校 2021/12/28
瀬戸市 東山小学校 2021/12/28
半田市 半田市神戸公民館 2021/12/27
豊田市 駒場小学校 2021/12/28
豊田市 梅ケ丘学園 2021/12/28
豊田市 梅ケ丘学園 2021/12/28
安城市 錦町小学校 2021/12/28
安城市 安城中部小学校 2021/12/28
西尾市 幡豆中学校 2021/12/28
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愛知県 知立市 知立南小学校 2021/12/28
みよし市 北部小学校 2021/12/27
愛知郡東郷町 東郷小学校 2021/12/28

三重県 伊勢市 明野小学校 2021/12/28
松阪市 ひまわり保育園 2021/12/28
桑名市 大山田北小学校 2021/12/27
尾鷲市 矢浜小学校 2021/12/27
志摩市 鵜方小学校 2021/12/28
伊賀市 青山小学校 2021/12/27

滋賀県 大津市 晴嵐幼稚園 2021/12/27
大津市 唐崎小学校 2021/12/28
草津市 老上小学校 2021/12/27
甲賀市 水口小学校 2021/12/28

京都府 京都市上京区 仁和小学校 2021/12/27
京都市中京区 朱雀第八小学校 2021/12/27
京都市中京区 洛中小学校 2021/12/27
京都市右京区 葛野小学校 2021/12/27
京都市山科区 勧修小学校 2021/12/28
京都市西京区 川岡小学校 2021/12/28
京都市西京区 樫原小学校 2021/12/27
亀岡市 大成中学校 2021/12/27
城陽市 青谷小学校 2021/12/27

大阪府 大阪市港区 築港小学校 2021/12/27
大阪市旭区 赤川幼稚園 2021/12/28
大阪市城東区 成育小学校 2021/12/27
大阪市住吉区 墨江小学校 2021/12/27
大阪市中央区 玉造小学校 2021/12/28
豊中市 東豊台小学校 2021/12/27
池田市 石橋小学校 2021/12/28
高槻市 北清水幼稚園 2021/12/28
茨木市 大阪府立茨木支援学校 2021/12/27
大東市 四条小学校 2021/12/28
東大阪市 長瀬北小学校 2021/12/27
東大阪市 縄手北小学校 2021/12/27
東大阪市 八戸の里東小学校 2021/12/28
交野市 交野小学校 2021/12/28
交野市 妙見坂小学校 2021/12/28

兵庫県 神戸市須磨区 西須磨小学校 2021/12/28
神戸市須磨区 東落合中学校 2021/12/28
神戸市垂水区 塩屋小学校 2021/12/28
神戸市垂水区 福田小学校 2021/12/27
神戸市垂水区 福田中学校 2021/12/28
神戸市垂水区 本多聞中学校 2021/12/27
神戸市中央区 あづま幼稚園 2021/12/27
姫路市 曽左幼稚園 2021/12/28
姫路市 網干れんげ保育園 2021/12/28
姫路市 賢明女子学院中・高等学校 2021/12/28
尼崎市 潮小学校 2021/12/28
明石市 藤江小学校 2021/12/28
明石市 清水小学校 2021/12/28
明石市 大蔵中学校 2021/12/28
洲本市 由良小学校 2021/12/27
芦屋市 岩園幼稚園 2021/12/28
伊丹市 稲野小学校 2021/12/27
伊丹市 荻野小学校 2021/12/27
加古川市 野口北小学校 2021/12/27
三木市 自由が丘中学校 2021/12/27
加古郡播磨町 播磨南小学校 2021/12/28
赤穂郡上郡町 陽光こども園 2021/12/28
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奈良県 奈良市 あやめ池小学校 2021/12/27
大和郡山市 郡山南幼稚園 2021/12/27
桜井市 三輪幼稚園 2021/12/28
桜井市 初瀬小学校 2021/12/28
葛城市 當麻小学校 2021/12/27
高市郡明日香村 明日香幼稚園 2021/12/28

和歌山県 和歌山市 有功小学校 2021/12/28
和歌山市 和歌山県立紀伊コスモス支援学校 2021/12/28
和歌山市 藤戸台小学校 2021/12/27
有田郡広川町 津木小学校 2021/12/28

島根県 浜田市 夕日ケ丘聖母幼稚園 2021/12/27
益田市 豊川小学校 2021/12/27
江津市 江津清和養護学校 2021/12/28

岡山県 岡山市中区 岡山大学教育学部附属小学校 2021/12/27
岡山市東区 城東台小学校 2021/12/28
倉敷市 龍昌保育園 2021/12/27
津山市 広戸小学校 2021/12/28
総社市 服部幼稚園 2021/12/28
高梁市 巨瀬小学校 2021/12/28
真庭市 川上こども園 2021/12/27
美作市 作東中学校 2021/12/27

広島県 広島市東区 中山小学校 2021/12/28
広島市安佐南区 中筋小学校 2021/12/27
広島市佐伯区 河内小学校 2021/12/27
竹原市 吉名学園 2021/12/28
福山市 遺芳丘小学校 2021/12/27
廿日市市 ほうりん廿日市幼稚園 2021/12/28
江田島市 江田島小学校 2021/12/28

山口県 下関市 安岡小学校 2021/12/28
下関市 熊野小学校 2021/12/28
萩市 椿東小学校 2021/12/28
長門市 油谷小学校 2021/12/28
周南市 遠石小学校 2021/12/28
熊毛郡田布施町 城南小学校 2021/12/27

香川県 高松市 円座小学校 2021/12/27
高松市 古高松小学校 2021/12/27
高松市 高松養護学校 2021/12/28
坂出市 松山こども園 2021/12/28
小豆郡土庄町 土庄中学校 2021/12/27

愛媛県 松山市 宮前小学校 2021/12/28
松山市 松山聾学校 2021/12/28
松山市 久米中学校 2021/12/28
今治市 はしはまこがく認定こども園 2021/12/28
今治市 愛媛県立今治特別支援学校 2021/12/28

高知県 吾川郡いの町 伊野幼稚園 2021/12/28
福岡県 北九州市小倉南区 曽根小学校 2021/12/27

北九州市小倉南区 若園小学校 2021/12/28
福岡市東区 西戸崎小学校 2021/12/27
福岡市博多区 吉塚小学校 2021/12/27
福岡市中央区 赤坂小学校 2021/12/27
久留米市 久留米信愛幼稚園 2021/12/28
飯塚市 高田小学校 2021/12/28
小郡市 のぞみが丘小学校 2021/12/27
太宰府市 太宰府小学校 2021/12/28
福津市 神興小学校 2021/12/27
福津市 福間南小学校 2021/12/27
朝倉市 甘木小学校 2021/12/28
京都郡苅田町 白川小学校 2021/12/28
築上郡築上町 築城小学校 2021/12/28
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佐賀県

伊万里市 山代東小学校 2021/12/28
杵島郡江北町 江北小学校 2021/12/28

長崎県 長崎市 桜町小学校 2021/12/27
佐世保市 春日小学校 2021/12/28
壱岐市 箱崎小学校 2021/12/27
雲仙市 小浜小学校 2021/12/28

熊本県 熊本市北区 植木中央幼稚園 2021/12/28
大分県 大分市 寒田小学校 2021/12/27

大分市 野津原小学校 2021/12/27
大分市 坂ノ市中学校 2021/12/28
中津市 南部小学校 2021/12/27

宮崎県 宮崎市 西池小学校 2021/12/28
宮崎市 池内小学校 2021/12/27
宮崎市 大淀小学校 2021/12/27
日向市 日知屋東小学校 2021/12/27
西都市 穂北学園　西都ふたば幼稚園 2021/12/28

鹿児島県 霧島市 国分西小学校 2021/12/28

佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等
学校

2021/12/28佐賀市

ありがとうございました！
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