
　　　　　　　ベルマーク2022年９月第３週（９/12～９/18）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 札幌市北区 札幌三育幼稚園 2022/9/12
札幌市北区 幌北小学校 2022/9/14
札幌市北区 光陽小学校 2022/9/12
札幌市東区 北光小学校 2022/9/14
札幌市東区 元町小学校 2022/9/15
札幌市西区 二十四軒小学校 2022/9/16
札幌市西区 山の手南小学校 2022/9/13
札幌市西区 西野第二小学校 2022/9/13
札幌市厚別区 新札幌わかば小学校 2022/9/13
札幌市厚別区 大谷地東小学校 2022/9/16
札幌市清田区 有明小学校 2022/9/13
札幌市清田区 平岡中央小学校 2022/9/13
室蘭市 旭ヶ丘小学校 2022/9/16
釧路市 釧路カトリック幼稚園 2022/9/12
石狩市 花川南小学校 2022/9/13
礼文郡礼文町 船泊小学校 2022/9/13

青森県 青森市 金沢小学校 2022/9/13
八戸市 八戸めぐみ幼稚園 2022/9/13
八戸市 江陽小学校 2022/9/13
八戸市 白銀南小学校 2022/9/14
八戸市 東中学校 2022/9/12
黒石市 黒石東小学校 2022/9/14
三沢市 岡三沢小学校 2022/9/15

岩手県 宮古市 千徳小学校 2022/9/14
遠野市 遠野北小学校 2022/9/12
紫波郡矢巾町 煙山小学校 2022/9/14

宮城県 仙台市青葉区 桜丘小学校 2022/9/16
仙台市宮城野区 東宮城野小学校 2022/9/13
仙台市宮城野区 鶴巻小学校 2022/9/16
仙台市若林区 蒲町小学校 2022/9/13
仙台市太白区 人来田小学校 2022/9/13
仙台市泉区 八乙女小学校 2022/9/13
塩釜市 塩釜市立第二小学校 2022/9/13
富谷市 ひより台幼稚園 2022/9/15
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/9/14
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/9/16
亘理郡亘理町 荒浜小学校 2022/9/14

秋田県 潟上市 追分幼稚園 2022/9/13
山形県 天童市 みくに学園天童みくに幼稚園 2022/9/13
福島県 福島市 福島大学附属小学校 2022/9/16

会津若松市 若松聖愛幼稚園 2022/9/15
郡山市 志賀学園　並木幼稚園 2022/9/16
郡山市 行健小学校 2022/9/13
郡山市 富田小学校 2022/9/13
郡山市 富田東小学校 2022/9/13
いわき市 四倉第二幼稚園 2022/9/16
喜多方市 第一小学校 2022/9/16

茨城県 日立市 櫛形小学校 2022/9/16
日立市 田尻小学校 2022/9/12
高萩市 秋山小学校 2022/9/16
つくば市 竹園東小学校 2022/9/12
つくば市 豊里中学校 2022/9/12
ひたちなか市 津田小学校 2022/9/12

栃木県 宇都宮市 星が丘中学校 2022/9/14
群馬県 前橋市 総社小学校 2022/9/14

伊勢崎市 あずま北小学校 2022/9/16
埼玉県 さいたま市西区 栄小学校 2022/9/13

さいたま市大宮区 芝川小学校 2022/9/13
さいたま市大宮区 大宮北小学校 2022/9/16
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埼玉県 さいたま市浦和区 上木崎小学校 2022/9/16
さいたま市浦和区 大東小学校 2022/9/15
川越市 川越西小学校 2022/9/13
川口市 新郷東小学校 2022/9/12
川口市 新郷南小学校 2022/9/16
行田市 まつたけ幼稚園 2022/9/15
所沢市 西富小学校 2022/9/13
春日部市 八木崎小学校 2022/9/16
狭山市 奥富小学校 2022/9/15
狭山市 御狩場小学校 2022/9/15
鴻巣市 赤見台第二小学校 2022/9/13
深谷市 埼玉県立深谷はばたき特別支援学校 2022/9/16
上尾市 東小学校 2022/9/15
草加市 川柳小学校 2022/9/15
草加市 花栗南小学校 2022/9/12
越谷市 荻島小学校 2022/9/12
越谷市 桜井小学校 2022/9/13
越谷市 花田小学校 2022/9/12
入間市 扇小学校 2022/9/13
朝霞市 朝霞花の木幼稚園 2022/9/16
朝霞市 朝霞第二小学校 2022/9/16
志木市 志木小学校 2022/9/16
北本市 北本市立東小学校 2022/9/13
富士見市 勝瀬小学校 2022/9/12
蓮田市 蓮田南小学校 2022/9/13
坂戸市 浅羽野小学校 2022/9/13
北足立郡伊奈町 伊奈町立南小学校 2022/9/13
比企郡鳩山町 今宿小学校 2022/9/15
北葛飾郡杉戸町 杉戸町立西小学校 2022/9/16

千葉県 千葉市中央区 松ケ丘幼稚園 2022/9/13
千葉市中央区 松ケ丘中学校 2022/9/15
千葉市花見川区 横戸小学校 2022/9/15
千葉市花見川区 千葉朝鮮初中級学校 2022/9/16
千葉市花見川区 花園中学校 2022/9/13
千葉市稲毛区 稲丘小学校 2022/9/12
千葉市若葉区 若松台幼稚園 2022/9/15
千葉市緑区 あすみが丘小学校 2022/9/13
千葉市緑区 誉田東小学校 2022/9/13
千葉市緑区 おゆみ野南小学校 2022/9/16
市川市 宮田小学校 2022/9/16
市川市 南行徳小学校 2022/9/15
市川市 中国分小学校 2022/9/16
市川市 福栄小学校 2022/9/12
船橋市 薬円台小学校 2022/9/13
船橋市 塚田小学校 2022/9/14
館山市 北条幼稚園 2022/9/15
松戸市 小金小学校 2022/9/15
松戸市 東部小学校 2022/9/14
松戸市 上本郷小学校 2022/9/13
松戸市 県立つくし特別支援学校 2022/9/16
松戸市 新松戸南小学校 2022/9/13
松戸市 松飛台第二小学校 2022/9/13
野田市 南部小学校 2022/9/16
野田市 みずき小学校 2022/9/13
茂原市 東部小学校 2022/9/13
佐倉市 西志津小学校 2022/9/12
佐倉市 下志津小学校 2022/9/13
佐倉市 間野台小学校 2022/9/12
佐倉市 小竹小学校 2022/9/14
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千葉県 習志野市 東習志野小学校 2022/9/16
習志野市 第四中学校 2022/9/13
柏市 柏第五小学校 2022/9/14
柏市 酒井根小学校 2022/9/13
柏市 高柳小学校 2022/9/14
八千代市 大和田小学校 2022/9/15
八千代市 大和田南小学校 2022/9/13
鎌ケ谷市 鎌ケ谷みどり幼稚園 2022/9/16
四街道市 八木原小学校 2022/9/12
印西市 原山幼稚園 2022/9/13

東京都 千代田区 和泉小学校 2022/9/13
中央区 月島幼稚園 2022/9/16
中央区 京橋朝海幼稚園 2022/9/15
新宿区 市谷幼稚園 2022/9/13
文京区 林町小学校 2022/9/15
台東区 富士小学校 2022/9/13
台東区 浅草小学校 2022/9/13
台東区 大正小学校 2022/9/16
目黒区 志のぶ幼稚園 2022/9/16
目黒区 油面小学校 2022/9/13
目黒区 東根小学校 2022/9/16
大田区 池雪小学校 2022/9/16
世田谷区 あかつつみ幼稚園 2022/9/12
世田谷区 上北沢小学校 2022/9/15
世田谷区 旭小学校 2022/9/14
世田谷区 松原小学校 2022/9/14
世田谷区 聖ドミニコ学園小学校 2022/9/13
世田谷区 九品仏小学校 2022/9/16
中野区 田中ナースリー大和保育園 2022/9/16
中野区 谷戸小学校 2022/9/15
杉並区 四宮小学校 2022/9/15
杉並区 桃井第二小学校 2022/9/15
杉並区 八成小学校 2022/9/15
豊島区 高松小学校 2022/9/14
北区 赤羽台西小学校 2022/9/16
荒川区 第三瑞光小学校 2022/9/16
板橋区 徳丸幼稚園 2022/9/16
板橋区 サンシティ聖母幼稚園 2022/9/13
練馬区 開進第三小学校 2022/9/13
練馬区 富士見台小学校 2022/9/15
練馬区 谷原小学校 2022/9/15
練馬区 向山小学校 2022/9/15
足立区 東加平小学校 2022/9/14
足立区 中川北小学校 2022/9/15
足立区 千寿双葉小学校 2022/9/16
葛飾区 川端小学校 2022/9/12
八王子市 長沼幼稚園 2022/9/12
八王子市 船田小学校 2022/9/13
八王子市 椚田小学校 2022/9/16
武蔵野市 武蔵野市立第六中学校 2022/9/13
府中市 府中白糸台幼稚園 2022/9/13
府中市 ＮＰＯ法人あすみ会 2022/9/12
府中市 府中第十小学校 2022/9/13
調布市 多摩川小学校 2022/9/15
調布市 杉森小学校 2022/9/13
日野市 滝合小学校 2022/9/13
日野市 日野第二中学校 2022/9/16
国分寺市 国分寺市立第四小学校 2022/9/14
国分寺市 国分寺市立第九小学校 2022/9/16
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東京都 国分寺市 第六小学校 2022/9/15
東大和市 東大和市立第二小学校 2022/9/16
清瀬市 清瀬しらうめ幼稚園 2022/9/15
西東京市 明成幼稚園 2022/9/15

神奈川県 横浜市鶴見区 駒岡小学校 2022/9/16
横浜市神奈川区 中丸小学校 2022/9/13
横浜市中区 横浜訓盲学院 2022/9/16
横浜市南区 中村小学校 2022/9/13
横浜市南区 青山学院　横浜英和小学校 2022/9/16
横浜市南区 永田小学校 2022/9/13
横浜市磯子区 滝頭小学校 2022/9/14
横浜市金沢区 並木第一小学校 2022/9/13
横浜市港北区 小机幼稚園 2022/9/12
横浜市戸塚区 名瀬小学校 2022/9/12
横浜市戸塚区 秋葉小学校 2022/9/15
横浜市港南区 永野小学校 2022/9/16
横浜市旭区 本宿小学校 2022/9/16
横浜市緑区 森の台小学校 2022/9/16
横浜市緑区 霧が丘学園中学部 2022/9/16
横浜市栄区 飯島小学校 2022/9/16
横浜市泉区 中田小学校 2022/9/13
横浜市青葉区 もえぎ野小学校 2022/9/16
横浜市青葉区 みたけ台小学校 2022/9/13
横浜市青葉区 新石川小学校 2022/9/15
横浜市都筑区 荏田南小学校 2022/9/15
川崎市川崎区 小田小学校 2022/9/13
川崎市川崎区 旭町小学校 2022/9/15
川崎市川崎区 四谷小学校 2022/9/13
川崎市川崎区 川中島中学校 2022/9/12
川崎市幸区 古市場小学校 2022/9/16
川崎市幸区 小倉小学校 2022/9/16
川崎市高津区 坂戸小学校 2022/9/15
川崎市多摩区 稲田小学校 2022/9/16
川崎市多摩区 生田小学校 2022/9/14
川崎市多摩区 日本女子大学附属中学校 2022/9/16
川崎市宮前区 菅生小学校 2022/9/13
川崎市麻生区 西生田小学校 2022/9/16
相模原市南区 大沼小学校 2022/9/12
平塚市 花乃幼稚園 2022/9/16
平塚市 豊田小学校 2022/9/15
鎌倉市 鎌倉市立第二小学校 2022/9/13
藤沢市 村岡小学校 2022/9/12
藤沢市 片瀬小学校 2022/9/13
藤沢市 八松小学校 2022/9/16
藤沢市 明治中学校 2022/9/12
藤沢市 湘南台中学校 2022/9/16
小田原市 みゆき愛児園 2022/9/13
小田原市 矢作小学校 2022/9/16
海老名市 有鹿小学校 2022/9/16
海老名市 東柏ケ谷小学校 2022/9/12
中郡大磯町 大磯小学校 2022/9/16
足柄上郡開成町 酒田保育園 2022/9/15

新潟県 新潟市西区 五十嵐中学校 2022/9/12
長岡市 上組小学校 2022/9/16
胎内市 さわらび保育園 2022/9/13

富山県 富山市 若葉幼稚園 2022/9/13
富山市 片山学園中学校 2022/9/16
南砺市 寺子こどもえん 2022/9/15

石川県 金沢市 四十万小学校 2022/9/12
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石川県 加賀市 薬王園保育所 2022/9/14
野々市市 野々市小学校 2022/9/14
野々市市 石川県立明和特別支援学校 2022/9/16

福井県 越前市 武生西小学校 2022/9/14
山梨県 南都留郡忍野村 富士聖ヨハネ学園 2022/9/15
長野県 長野市 柳原小学校 2022/9/13

松本市 女鳥羽中学校 2022/9/13
伊那市 春富中学校 2022/9/15
茅野市 永明小学校 2022/9/13
塩尻市 桔梗小学校 2022/9/15
佐久市 浅間中学校 2022/9/12
安曇野市 豊科南小学校 2022/9/13
小県郡青木村 青木村保育園 2022/9/12

岐阜県 岐阜市 東海第一幼稚園 2022/9/13
岐阜市 岐阜小学校 2022/9/13
岐阜市 島小学校 2022/9/13
大垣市 みつづかこども園 2022/9/13
土岐市 花園保育園 2022/9/16
郡上市 和良小学校 2022/9/13
海津市 城山小学校 2022/9/13
不破郡関ケ原町 関ケ原中学校 2022/9/12
加茂郡東白川村 東白川小学校 2022/9/13

静岡県 静岡市葵区 貴庵寺学園リリー幼稚園 2022/9/13
静岡市葵区 千代田保育園 2022/9/16
静岡市駿河区 若杉幼稚園 2022/9/16
静岡市駿河区 大里学園静岡なかはら幼稚園 2022/9/16
静岡市駿河区 長田南小学校 2022/9/13
静岡市清水区 蒲原学園幼稚園 2022/9/14
静岡市清水区 清水高部小学校 2022/9/13
静岡市清水区 清水有度第二小学校 2022/9/13
三島市 徳倉幼稚園 2022/9/15
富士宮市 黒田幼稚園 2022/9/15

愛知県 名古屋市千種区 千石小学校 2022/9/14
名古屋市西区 児玉小学校 2022/9/14
名古屋市昭和区 向陽高等学校 2022/9/14
名古屋市南区 第二松元幼稚園 2022/9/12
名古屋市名東区 上社小学校 2022/9/13
豊橋市 富士見小学校 2022/9/15
岡崎市 竹の子幼稚園 2022/9/15
一宮市 今伊勢西小学校 2022/9/14
瀬戸市 幡山西小学校 2022/9/16
豊川市 牛久保小学校 2022/9/15
津島市 東小学校 2022/9/13
刈谷市 暁星幼稚園 2022/9/16
刈谷市 富士松北小学校 2022/9/12
安城市 桜町小学校 2022/9/12
安城市 二本木小学校 2022/9/14
江南市 布袋小学校 2022/9/15
尾張旭市 本地原小学校 2022/9/12
岩倉市 曽野小学校 2022/9/12
西春日井郡豊山町 豊山学園天使幼稚園 2022/9/12
知多郡東浦町 片葩小学校 2022/9/12

三重県 四日市市 海の星カトリック幼稚園 2022/9/13
桑名市 修徳小学校 2022/9/16
鈴鹿市 清和小学校 2022/9/13
名張市 つつじが丘小学校 2022/9/13
志摩市 志摩小学校 2022/9/12

滋賀県 大津市 逢坂小学校 2022/9/13
長浜市 塩津小学校 2022/9/13
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滋賀県 近江八幡市 八幡小学校 2022/9/12
近江八幡市 桐原小学校 2022/9/13
守山市 立入が丘小学校 2022/9/16
湖南市 石部南小学校 2022/9/13
東近江市 八日市養護学校 2022/9/13

京都府 京都市上京区 京和幼稚園 2022/9/16
京都市左京区 葵小学校 2022/9/13
京都市南区 九条弘道小学校 2022/9/15
京都市南区 久世西小学校 2022/9/15
京都市右京区 春日幼稚園 2022/9/12
京都市山科区 山科幼稚園 2022/9/16
京都市山科区 百々小学校 2022/9/14
京都市西京区 松陽小学校 2022/9/13
八幡市 さくら小学校 2022/9/13
綴喜郡井手町 多賀小学校 2022/9/12
与謝郡与謝野町 加悦聖三一幼稚園 2022/9/15

大阪府 大阪市港区 田中小学校 2022/9/12
大阪市城東区 成育小学校 2022/9/15
大阪市住吉区 墨江小学校 2022/9/13
大阪市東住吉区 育和小学校 2022/9/15
大阪市東住吉区 南百済小学校 2022/9/13
大阪市東住吉区 桑津小学校 2022/9/12
大阪市平野区 加美小学校 2022/9/15
大阪市北区 扇町小学校 2022/9/14
堺市堺区 榎小学校 2022/9/14
堺市中区 八田荘小学校 2022/9/12
堺市東区 日置荘小学校 2022/9/16
堺市西区 石津川保育園 2022/9/16
堺市南区 原山ひかり小学校 2022/9/13
堺市北区 金岡小学校 2022/9/12
豊中市 あけぼの幼稚園 2022/9/15
豊中市 庄内南小学校 2022/9/13
豊中市 豊中市立第十四中学校 2022/9/13
高槻市 阿武野小学校 2022/9/15
高槻市 桃園小学校 2022/9/13
高槻市 北日吉台小学校 2022/9/13
高槻市 芝生小学校 2022/9/16
枚方市 藤阪小学校 2022/9/16
枚方市 磯島小学校 2022/9/14
枚方市 殿山第一小学校 2022/9/15
寝屋川市 神田小学校 2022/9/13
箕面市 西南小学校 2022/9/16
箕面市 彩都の丘学園 2022/9/13
高石市 東羽衣小学校 2022/9/13
藤井寺市 道明寺小学校 2022/9/13
東大阪市 生駒学園 2022/9/14
東大阪市 意岐部小学校 2022/9/14
泉南市 泉南支援学校 2022/9/16
大阪狭山市 東幼稚園 2022/9/14
南河内郡太子町 磯長小学校 2022/9/12

兵庫県 神戸市東灘区 本山第三小学校 2022/9/16
神戸市東灘区 本山第一小学校 2022/9/14
神戸市灘区 鷹匠中学校 2022/9/16
神戸市須磨区 北須磨小学校 2022/9/13
神戸市須磨区 太田中学校 2022/9/16
神戸市垂水区 多聞台小学校 2022/9/13
神戸市垂水区 塩屋中学校 2022/9/13
神戸市北区 藤原台小学校 2022/9/16
神戸市中央区 神戸幼稚園 2022/9/16

6



　　　　　　　ベルマーク2022年９月第３週（９/12～９/18）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

兵庫県 姫路市 真教寺宝国幼稚園 2022/9/15
姫路市 別所小学校 2022/9/16
尼崎市 常光寺幼稚園 2022/9/15
尼崎市 わかば西小学校 2022/9/15
尼崎市 七松小学校 2022/9/14
尼崎市 武庫庄小学校 2022/9/14
明石市 沢池幼稚園 2022/9/12
明石市 二見北小学校 2022/9/15
西宮市 和光幼稚園 2022/9/13
芦屋市 宮川幼稚園 2022/9/12
伊丹市 池尻小学校 2022/9/13
豊岡市 静修小学校 2022/9/13
西脇市 日野小学校 2022/9/16
宝塚市 丸橋小学校 2022/9/13
高砂市 高砂小学校 2022/9/13
朝来市 大蔵小学校 2022/9/13
揖保郡太子町 龍田小学校 2022/9/14

奈良県 大和高田市 陵西小学校 2022/9/15
大和郡山市 片桐西小学校 2022/9/12
天理市 天理幼稚園 2022/9/16
桜井市 大福小学校 2022/9/14
生駒郡安堵町 安堵小学校 2022/9/12

和歌山県 和歌山市 鷺森幼稚園 2022/9/13
和歌山市 楠見小学校 2022/9/16
和歌山市 中之島小学校 2022/9/12
和歌山市 野崎西小学校 2022/9/13
橋本市 柱本小学校 2022/9/12
新宮市 神倉小学校 2022/9/14
有田郡有田川町 金屋中学校 2022/9/13

鳥取県 米子市 東みずほ幼稚園 2022/9/13
島根県 松江市 川津幼稚園 2022/9/16

松江市 法吉小学校 2022/9/12
松江市 内中原小学校 2022/9/16
出雲市 たいしゃ保育園 2022/9/14

岡山県 岡山市北区 大野小学校 2022/9/14
岡山市中区 宇野小学校 2022/9/16
岡山市東区 可知小学校 2022/9/14
倉敷市 慈愛幼稚園 2022/9/13
倉敷市 玉島小学校 2022/9/13
浅口市 六条院こども園 2022/9/13

広島県 広島市中区 本川小学校 2022/9/13
広島市東区 牛田新町小学校 2022/9/16
広島市東区 戸坂小学校 2022/9/12
広島市東区 牛田中学校 2022/9/13
広島市南区 翠町小学校 2022/9/13
広島市南区 向洋新町小学校 2022/9/14
広島市安佐南区 山本幼稚園 2022/9/13
広島市安佐南区 安小学校 2022/9/13
広島市安佐北区 久地南小学校 2022/9/16
呉市 安浦小学校 2022/9/13
福山市 春日台保育園 2022/9/13
福山市 めばえ幼稚園 2022/9/14
福山市 白ゆり幼稚園 2022/9/13
府中市 府中すばる幼稚園 2022/9/12
東広島市 入野小学校 2022/9/14

山口県 下関市 川中幼稚園 2022/9/14
下関市 角倉小学校 2022/9/14

島根大学教育学部附属義務教育学校
前期課程

2022/9/13松江市
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　　　　　　　ベルマーク2022年９月第３週（９/12～９/18）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

山口県 下関市 王喜小学校 2022/9/13
山口市 生雲小学校 2022/9/15
山口市 山口大学教育学部附属山口小学校 2022/9/16
山口市 良城小学校 2022/9/14
山口市 小郡南小学校 2022/9/13
萩市 明倫小学校 2022/9/14
岩国市 神東小学校 2022/9/14
光市 島田小学校 2022/9/13
周南市 秋月小学校 2022/9/16
山陽小野田市 須恵小学校 2022/9/13

徳島県 徳島市 国府小学校 2022/9/14
徳島市 入田小学校 2022/9/16
鳴門市 撫養小学校 2022/9/12
阿南市 今津小学校 2022/9/13

香川県 高松市 高松幼稚園 2022/9/16
さぬき市 寒川小学校 2022/9/16
さぬき市 津田公民館 2022/9/13

愛媛県 新居浜市 金栄小学校 2022/9/13
高知県 高知市 潮江小学校 2022/9/14

四万十市 具同小学校 2022/9/12
福岡県 北九州市門司区 門司ケ関学園 2022/9/13

北九州市若松区 青葉小学校 2022/9/13
北九州市八幡東区 皿倉小学校 2022/9/13
福岡市東区 箱崎幼稚園 2022/9/16
福岡市博多区 めばえ学園 2022/9/13
福岡市南区 玉川小学校 2022/9/13
福岡市南区 西長住小学校 2022/9/14
福岡市南区 老司小学校 2022/9/16
大川市 一木幼稚園 2022/9/13
大川市 田口小学校 2022/9/15
宗像市 福岡教育大学附属幼稚園 2022/9/13

三瀦郡大木町 木佐木小学校 2022/9/13
田川郡福智町 弁城小学校 2022/9/14

佐賀県 佐賀市 若楠小学校 2022/9/13
佐賀市 川上小学校 2022/9/14
唐津市 呼子小学校 2022/9/15
小城市 牛津ルーテルこども園 2022/9/15
神埼市 千代田西部小学校 2022/9/14

長崎県 長崎市 長崎大学教育学部附属特別支援学校 2022/9/14
長崎市 長崎精道小学校 2022/9/15
長崎市 精道三川台小・中・高等学校 2022/9/14
佐世保市 福石小学校 2022/9/13
佐世保市 世知原小学校 2022/9/13
佐世保市 猪調小学校 2022/9/13
諫早市 小長井小学校 2022/9/13
北松浦郡佐々町 口石小学校 2022/9/16
南松浦郡新上五島町 青方小学校 2022/9/16

熊本県 熊本市中央区 九州音楽幼稚園 2022/9/13
熊本市東区 西原小学校 2022/9/16
上天草市 阿村小学校 2022/9/13

大分県 大分市 めばえ乳児園 2022/9/12
大分市 東大分小学校 2022/9/12
大分市 田尻小学校 2022/9/13
大分市 西の台小学校 2022/9/12
大分市 坂ノ市中学校 2022/9/16
別府市 石垣小学校 2022/9/16
臼杵市 福良ケ丘小学校 2022/9/16

認定こども園　東海大学付属自由ケ丘
幼稚園

2022/9/13宗像市
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宮崎県 宮崎市 那珂小学校 2022/9/12
都城市 吉行自治公民館 2022/9/12
日南市 桜ケ丘小学校 2022/9/13

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県立桜丘養護学校 2022/9/13
指宿市 丹波小学校 2022/9/14
日置市 伊作田小学校 2022/9/12
いちき串木野市 生福小学校 2022/9/13

沖縄県 那覇市 銘苅小学校 2022/9/13
那覇市 城東小学校 2022/9/15
沖縄市 高原小学校 2022/9/13
豊見城市 豊見城小学校 2022/9/14

ありがとうございました！
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