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北海道 札幌市中央区 札幌聖心女子学院 2022/11/30
札幌市北区 百合が原小学校 2022/11/29
札幌市北区 新川中央小学校 2022/11/29
札幌市豊平区 中の島小学校 2022/11/28
札幌市西区 八軒小学校 2022/11/30
札幌市厚別区 もみじの森小学校 2022/11/30
函館市 昭和小学校 2022/12/1

青森県 青森市 千刈小学校 2022/12/1
青森市 泉川小学校 2022/11/30

岩手県 紫波郡矢巾町 煙山小学校 2022/11/30
和賀郡西和賀町 湯田小学校 2022/11/30

宮城県 仙台市若林区 小さき花幼稚園 2022/11/29
仙台市若林区 蒲町小学校 2022/12/2
仙台市太白区 中田小学校 2022/11/29
仙台市泉区 加茂小学校 2022/12/2

福島県 郡山市 大槻小学校 2022/12/1
郡山市 大島小学校 2022/11/29

茨城県 水戸市 酒門小学校 2022/12/1
水戸市 石川小学校 2022/11/28
牛久市 岡田小学校 2022/12/2
つくば市 さくら学園保育園 2022/12/2
つくば市 谷田部小学校 2022/11/29
ひたちなか市 田彦小学校 2022/11/29
小美玉市 納場保育園 2022/11/29
東茨城郡城里町 認定こども園桂幼稚園 2022/11/30

栃木県 宇都宮市 しらゆり幼児園 2022/11/29
宇都宮市 宇都宮東高等学校附属中学校 2022/12/2
那須烏山市 栃木県立南那須特別支援学校 2022/12/1
下都賀郡壬生町 南犬飼中学校 2022/11/30

群馬県 渋川市 恵の園 2022/12/1
埼玉県 さいたま市大宮区 大宮小学校 2022/11/30

さいたま市見沼区 春岡小学校 2022/11/28
さいたま市中央区 与野本町小学校 2022/12/1
さいたま市中央区 与野南小学校 2022/11/29
さいたま市南区 南浦和小学校 2022/11/28
さいたま市南区 辻小学校 2022/12/2
さいたま市南区 辻南小学校 2022/12/1
さいたま市南区 善前小学校 2022/11/29
さいたま市緑区 原山小学校 2022/12/2
川越市 月越小学校 2022/11/30
川越市 武蔵野小学校 2022/12/1
川口市 芝南小学校 2022/11/29
川口市 朝日東小学校 2022/12/1
所沢市 松井小学校 2022/11/29
所沢市 山口小学校 2022/11/30
所沢市 美原小学校 2022/12/2
所沢市 若狭小学校 2022/11/29
春日部市 豊春小学校 2022/12/1
春日部市 桜川小学校 2022/12/2
春日部市 春日部南中学校 2022/11/29
狭山市 山王小学校 2022/12/1
深谷市 明戸中学校 2022/11/30
上尾市 東町小学校 2022/12/2
越谷市 北越谷小学校 2022/11/29
越谷市 新方小学校 2022/12/2
蕨市 塚越小学校 2022/12/2
和光市 新倉小学校 2022/11/29
ふじみ野市 ふじみ野市立西小学校 2022/11/30
ふじみ野市 西原小学校 2022/12/2
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埼玉県 入間郡三芳町 三芳東中学校 2022/12/1
千葉県 千葉市中央区 生浜小学校 2022/12/2

千葉市稲毛区 千草台小学校 2022/11/30
市川市 ソフィア幼稚園 2022/11/29
市川市 菅野小学校 2022/11/29
船橋市 弥生保育園 2022/12/2
船橋市 市場小学校 2022/12/1
木更津市 木更津第一小学校 2022/12/1
松戸市 河原塚小学校 2022/12/2
松戸市 和名ケ谷小学校 2022/11/30
松戸市 新松戸南小学校 2022/12/2
松戸市 松飛台第二小学校 2022/11/29
成田市 玉造小学校 2022/12/2
佐倉市 臼井小学校 2022/11/29
佐倉市 印南小学校 2022/11/29
佐倉市 山王小学校 2022/11/28
東金市 県立東金特別支援学校 2022/12/2
柏市 中原小学校 2022/11/29
市原市 辰巳台西小学校 2022/12/1
八千代市 萱田小学校 2022/11/29
我孫子市 新木小学校 2022/11/30
鴨川市 西条小学校 2022/11/29
浦安市 渋谷教育学園浦安幼稚園 2022/12/1
浦安市 浦安市立南小学校 2022/12/1
大網白里市 大網小学校 2022/11/28

東京都 中央区 京橋築地小学校 2022/11/29
港区 青南小学校 2022/12/2
港区 笄小学校 2022/11/29
台東区 台東初音幼稚園 2022/12/2
墨田区 小梅小学校 2022/11/30
江東区 南陽小学校 2022/11/30
目黒区 中根小学校 2022/11/28
大田区 山王小学校 2022/11/29
大田区 松仙小学校 2022/11/30
大田区 東調布第三小学校 2022/11/30
世田谷区 マダレナ・カノッサ幼稚園 2022/12/2
世田谷区 経堂小学校 2022/12/2
世田谷区 下北沢小学校 2022/11/29
世田谷区 砧小学校 2022/12/2
杉並区 西高等学校 2022/12/1
北区 星美学園小学校 2022/11/29
板橋区 上板橋第二小学校 2022/12/2
板橋区 上板橋第二小学校 2022/12/2
練馬区 南田中第二保育園 2022/11/29
葛飾区 南綾瀬小学校 2022/11/29
葛飾区 綾南小学校 2022/11/28
葛飾区 花の木小学校 2022/11/29
江戸川区 上小岩第二小学校 2022/11/29
八王子市 聖公会八王子幼稚園 2022/11/28
八王子市 加住小中学校 2022/12/2
八王子市 愛宕小学校 2022/12/1
八王子市 高倉小学校 2022/12/2
八王子市 椚田小学校 2022/12/2
八王子市 長池小学校 2022/11/29
立川市 立川市立第八小学校 2022/12/1
府中市 府中第一小学校 2022/12/1
府中市 府中第十小学校 2022/11/29
町田市 山崎小学校 2022/11/29
町田市 相原小学校 2022/11/30
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東京都 町田市 本町田東小学校 2022/11/28
東村山市 化成小学校 2022/11/29
国立市 国立第四小学校 2022/11/29
東大和市 東大和市立第八小学校 2022/12/1

神奈川県 横浜市鶴見区 市場小学校 2022/12/2
横浜市鶴見区 豊岡小学校 2022/12/1
横浜市神奈川区 精華小学校 2022/11/30
横浜市西区 宮谷小学校 2022/12/2
横浜市西区 浅間台小学校 2022/11/30
横浜市保土ケ谷区 保土ケ谷養護学校 2022/11/29
横浜市金沢区 八景小学校 2022/11/29
横浜市戸塚区 矢部小学校 2022/12/2
横浜市戸塚区 舞岡小学校 2022/11/29
横浜市港南区 日野小学校 2022/12/2
横浜市港南区 港南台第一小学校 2022/12/1
横浜市港南区 永谷小学校 2022/11/30
横浜市旭区 鶴ケ峯小学校 2022/11/29
横浜市青葉区 荏子田小学校 2022/11/29
川崎市幸区 南加瀬小学校 2022/12/2
川崎市中原区 大戸小学校 2022/11/29
川崎市高津区 東高津小学校 2022/12/1
川崎市高津区 西梶ヶ谷小学校 2022/11/29
川崎市宮前区 土橋小学校 2022/12/2
川崎市麻生区 柿生小学校 2022/12/1
相模原市南区 大野小学校 2022/11/28
相模原市南区 相模台小学校 2022/11/29
平塚市 岡崎小学校 2022/12/2
鎌倉市 小坂小学校 2022/12/2
藤沢市 辻堂小学校 2022/11/28
藤沢市 大道小学校 2022/12/2
小田原市 国府津小学校 2022/11/30
茅ケ崎市 小和田保育園 2022/12/2
茅ケ崎市 梅田中学校 2022/12/1
三浦市 旭小学校 2022/11/29
秦野市 西幼稚園 2022/11/29
秦野市 渋沢小学校 2022/12/2
伊勢原市 東海大学附属本田記念幼稚園 2022/11/28
綾瀬市 綾北小学校 2022/12/1
足柄上郡大井町 相和小学校 2022/12/2

新潟県 新潟市江南区 亀田平和の園保育園 2022/12/1
新潟市西蒲区 鎧郷保育園 2022/12/2
三条市 塚野目保育所 2022/11/30

富山県 富山市 堀川小学校 2022/11/29
富山市 大庄小学校 2022/11/28
富山市 新保小学校 2022/11/29
富山市 速星中学校 2022/11/29

石川県 金沢市 泉小学校 2022/12/2
金沢市 浅野川小学校 2022/11/30
輪島市 海の星幼稚園 2022/11/30

福井県 福井市 聖三一幼稚園 2022/11/30
敦賀市 黒河小学校 2022/11/28
鯖江市 かわだ保育所 2022/12/1
坂井市 高椋小学校 2022/12/2
坂井市 三国南小学校 2022/11/29

長野県 諏訪市 上諏訪小学校 2022/12/1
木曽郡木曽町 福島小学校 2022/11/29

岐阜県 岐阜市 岐阜県立岐阜本巣特別支援学校 2022/11/30
大垣市 県立大垣特別支援学校 2022/12/2
美濃加茂市 たから幼稚園 2022/11/29
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岐阜県 土岐市 みなみ保育園 2022/11/30
郡上市 八幡小学校 2022/11/29
下呂市 竹原小学校 2022/11/30
揖斐郡池田町 組合立養基小学校 2022/11/30

静岡県 静岡市葵区 安東小学校 2022/11/29
静岡市葵区 城北小学校 2022/12/1
静岡市駿河区 るり幼稚園 2022/11/28
静岡市清水区 清水飯田小学校 2022/11/30
浜松市中区 松城幼稚園 2022/11/29
浜松市中区 れんげこども園 2022/11/29
浜松市西区 伊佐見幼稚園 2022/11/29
富士宮市 大富士小学校 2022/12/1
焼津市 さつき幼稚園 2022/12/1
掛川市 東中学校 2022/11/29

愛知県 名古屋市北区 金城幼稚園 2022/12/1
一宮市 千秋南小学校 2022/12/1
一宮市 北方小学校 2022/12/1
瀬戸市 はちまん幼稚園 2022/11/29
瀬戸市 幡山西小学校 2022/12/1
津島市 高台寺小学校 2022/11/29
豊田市 浄水松元幼稚園 2022/11/28
豊田市 こじまこども園 2022/12/1
豊田市 広沢こども園 2022/11/30
西尾市 離島保育園 2022/12/1
常滑市 南陵中学校 2022/12/1
大府市 神田小学校 2022/12/1
尾張旭市 東春暁幼稚園 2022/12/2
岩倉市 岩倉北小学校 2022/11/29
みよし市 三好文化幼稚園 2022/11/28

三重県 四日市市 四日市朝鮮初中級学校 2022/12/2
伊勢市 小俣小学校 2022/11/29
松阪市 三雲北幼稚園 2022/12/1
松阪市 徳和小学校 2022/11/29
桑名市 大山田北小学校 2022/12/2
伊賀市 大山田小学校 2022/11/30

滋賀県 大津市 逢坂幼稚園 2022/11/28
大津市 瀬田南小学校 2022/11/29
東近江市 五個荘あさひ幼児園 2022/11/29

京都府 京都市北区 ヴィアトール学園洛星中・高等学校 2022/11/29
京都市上京区 聖ドミニコ学院京都幼稚園 2022/12/2
京都市左京区 第三錦林小学校 2022/12/2
京都市下京区 下京渉成小学校 2022/12/2
京都市下京区 七条小学校 2022/11/29
京都市南区 南大内小学校 2022/11/28
京都市山科区 小野小学校 2022/11/30
京都市西京区 西山幼稚園 2022/11/28
京都市西京区 嵐山東小学校 2022/12/2
京都市西京区 松陽小学校 2022/12/1
宇治市 菟道第二小学校 2022/11/28
宮津市 日置小学校 2022/11/28
向日市 第３向陽小学校 2022/12/1
相楽郡精華町 精華台小学校 2022/11/30

大阪府 大阪市西区 福音幼稚園 2022/11/29
大阪市港区 築港小学校 2022/12/1
大阪市城東区 鯰江小学校 2022/11/29
豊中市 あけぼの幼稚園 2022/11/29
豊中市 南桜塚小学校 2022/12/2
豊中市 箕輪小学校 2022/11/30
吹田市 東佐井寺幼稚園 2022/12/2
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大阪府 吹田市 津雲台小学校 2022/11/29
吹田市 佐井寺小学校 2022/12/1
高槻市 赤大路小学校 2022/12/2
貝塚市 津田小学校 2022/11/29
守口市 金田幼稚園 2022/12/2
枚方市 交北小学校 2022/11/30
箕面市 豊川南小学校 2022/11/28
羽曳野市 羽曳が丘小学校 2022/11/29
東大阪市 桜橋小学校 2022/11/29
泉南市 くすのき幼稚園 2022/11/29
泉南市 一丘小学校 2022/11/29
交野市 旭小学校 2022/12/1

兵庫県 神戸市灘区 西郷小学校 2022/11/28
神戸市垂水区 星陵台めぐみ幼稚園 2022/11/30
神戸市中央区 神戸中華同文学校 2022/11/30
尼崎市 下坂部小学校 2022/11/29
尼崎市 水堂小学校 2022/11/28
明石市 朝霧小学校 2022/11/30
西宮市 仁川幼稚園 2022/11/29
西宮市 瓦林小学校 2022/12/2
西宮市 津門小学校 2022/11/28
芦屋市 小槌幼稚園 2022/11/29
相生市 那波小学校 2022/11/28
加古川市 陵北小学校 2022/11/29
加古川市 神吉中学校 2022/11/30

奈良県 奈良市 伏見小学校 2022/12/2
奈良市 二名小学校 2022/11/28
奈良市 富雄南小学校 2022/11/30
奈良市 東登美ケ丘小学校 2022/11/29
橿原市 くちなし幼稚園 2022/11/28
香芝市 志都美幼・小学校 2022/11/30
宇陀市 榛原東幼稚園 2022/11/30
生駒郡三郷町 南畑幼稚園 2022/11/29
生駒郡斑鳩町 斑鳩小学校 2022/12/1
吉野郡大淀町 県立大淀養護学校 2022/12/2

和歌山県 和歌山市 西和佐幼稚園 2022/11/29
和歌山市 砂山小学校 2022/11/29
和歌山市 安原小学校 2022/12/2
紀の川市 田中小学校 2022/12/2

島根県 松江市 川津幼稚園 2022/11/30
浜田市 夕日ケ丘聖母幼稚園 2022/11/28

岡山県 岡山市北区 岡山中央小学校 2022/11/30
備前市 備前市立中央公民館 2022/11/29
瀬戸内市 邑久幼稚園 2022/11/29

広島県 広島市中区 広島三育学院幼稚園 2022/12/1
広島市中区 神崎小学校 2022/11/28
広島市南区 微妙学園　みみょう幼稚園 2022/11/30
広島市安佐南区 安北小学校 2022/11/30
広島市安佐南区 大塚小学校 2022/12/2
広島市佐伯区 サムエル美鈴が丘こどもの園 2022/11/30
尾道市 新高山めぐみ幼稚園 2022/11/30
福山市 福山いずみ幼稚園 2022/11/29
大竹市 小方小学校 2022/11/28

山口県 下関市 江浦小学校 2022/11/28
下関市 室津小学校 2022/12/2
山口市 大歳小学校 2022/11/30
山口市 鋳銭司小学校 2022/12/2

香川県 高松市 一宮幼稚園 2022/11/29
観音寺市 豊浜幼稚園 2022/12/2
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香川県 木田郡三木町 氷上小学校 2022/11/30
愛媛県 松山市 番町幼稚園 2022/12/2

松山市 素鵞小学校 2022/11/30
松山市 松山市立北中学校 2022/11/29
宇和島市 村井幼稚園 2022/11/30
伊予郡松前町 岡田小学校 2022/11/28

高知県 高知市 一宮幼稚園 2022/12/1
南国市 フレンド幼稚園 2022/11/30

福岡県 北九州市小倉北区 とみの幼稚園 2022/12/2
北九州市八幡西区 赤坂小学校 2022/12/1
福岡市南区 長丘小学校 2022/11/29
福岡市早良区 百道小学校 2022/12/2
筑紫野市 二日市東小学校 2022/11/30
春日市 春日北小学校 2022/12/2
春日市 春日南小学校 2022/11/29
大野城市 平野小学校 2022/12/2
太宰府市 太宰府南小学校 2022/11/30
糸島市 可也幼稚園 2022/11/28
那珂川市 安徳南小学校 2022/12/1

佐賀県 佐賀市 神野小学校 2022/12/2
佐賀市 春日小学校 2022/11/29

長崎県 長崎市 みのりが丘幼稚園 2022/12/2
長崎市 ほほえみ保育園 2022/12/2
長崎市 土井首小学校 2022/11/29
長崎市 三重小学校 2022/12/1
長崎市 戸石小学校 2022/11/30
佐世保市 相浦小学校 2022/11/30
諫早市 認定こども園ふじ幼稚園 2022/11/29
西彼杵郡長与町 長与南小学校 2022/11/29

熊本県 熊本市東区 さくら幼稚園 2022/12/1
熊本市東区 西原中学校 2022/12/2
天草市 本渡カトリック聖心幼稚園 2022/11/28

大分県 別府市 亀川小学校 2022/12/1
別府市 鶴見小学校 2022/11/30
中津市 山口小学校 2022/11/30

宮崎県 東臼杵郡門川町 門川小学校 2022/11/29
鹿児島県 鹿児島市 八幡小学校 2022/11/29

鹿児島市 石谷小学校 2022/11/28
鹿児島市 福平小学校 2022/11/28

沖縄県 名護市 大宮小学校 2022/11/28
沖縄市 宮里小学校 2022/12/2

ありがとうございました！

6


