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

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 札幌市東区 北園小学校 2022/12/15
札幌市東区 苗穂小学校 2022/12/13
札幌市東区 元町小学校 2022/12/16
札幌市白石区 大谷地小学校 2022/12/12
札幌市南区 札幌市もいわ地区センター 2022/12/13
札幌市厚別区 厚別東小学校 2022/12/15
札幌市手稲区 西宮の沢小学校 2022/12/12
小樽市 山の手小学校 2022/12/12
帯広市 北栄小学校 2022/12/12
江別市 東野幌小学校 2022/12/16
千歳市 千歳小学校 2022/12/13
北斗市 浜分小学校 2022/12/13
留萌郡小平町 小平小学校 2022/12/13
河東郡音更町 西中音更小学校 2022/12/14

青森県 青森市 青森明の星短期大学附属幼稚園 2022/12/14
青森市 青森明の星短期大学附属幼稚園 2022/12/14
青森市 青森第二養護学校 2022/12/14
弘前市 弘前みなみ幼稚園 2022/12/16
弘前市 相馬小学校 2022/12/13
弘前市 弘前第一養護学校 2022/12/13
八戸市 下長小学校 2022/12/13
八戸市 下長小学校 2022/12/13
三沢市 上久保小学校 2022/12/14
東津軽郡平内町 松風塾高等学校 2022/12/14

岩手県 奥州市 水沢小学校 2022/12/13
宮城県 仙台市青葉区 小松島小学校 2022/12/15

仙台市青葉区 八幡小学校 2022/12/13
仙台市宮城野区 鶴谷小学校 2022/12/16
仙台市若林区 連坊小路小学校 2022/12/13
仙台市太白区 中田小学校 2022/12/16
仙台市泉区 市名坂小学校 2022/12/12
仙台市泉区 松森小学校 2022/12/12
石巻市 乳幼児保育園ミルク 2022/12/13
大崎市 古川中学校 2022/12/13
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/12/12
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/12/13
黒川郡大和町 おおとり学園もみじが丘幼稚園 2022/12/12

秋田県 秋田市 御所野小学校 2022/12/13
鹿角市 秋田県立比内支援学校かづの校 2022/12/13
由利本荘市 子吉小学校 2022/12/14

山形県 西村山郡河北町 河北幼稚園 2022/12/13
福島県 福島市 福島大学附属小学校 2022/12/13

福島市 森合小学校 2022/12/13
喜多方市 熊倉小学校 2022/12/13
西白河郡西郷村 西郷支援学校 2022/12/16

茨城県 水戸市 上中妻小学校 2022/12/15
日立市 大久保小学校 2022/12/13
日立市 成沢小学校 2022/12/12
日立市 金沢小学校 2022/12/14
古河市 下辺見小学校 2022/12/13
下妻市 認定こども園　ふたば文化 2022/12/16
笠間市 友部第二小学校 2022/12/16
取手市 宮和田小学校 2022/12/13
牛久市 中根小学校 2022/12/16
つくば市 竹園西小学校 2022/12/16
ひたちなか市 明成幼稚園 2022/12/16
ひたちなか市 前渡小学校 2022/12/13
小美玉市 納場小学校 2022/12/13
猿島郡五霞町 認定こども園五霞幼稚園・保育園 2022/12/12
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茨城県 猿島郡境町 境特別支援学校 2022/12/16
猿島郡境町 境特別支援学校 2022/12/16
猿島郡境町 境特別支援学校 2022/12/16
猿島郡境町 境特別支援学校 2022/12/16

栃木県 宇都宮市 さくらんぼ幼稚園 2022/12/14
宇都宮市 作新学院小学部 2022/12/16
宇都宮市 岡本小学校 2022/12/13
宇都宮市 御幸小学校 2022/12/15
宇都宮市 横川東小学校 2022/12/13
宇都宮市 清原南小学校 2022/12/13
宇都宮市 河内中学校 2022/12/12
小山市 認定こども園　せいほう幼稚園 2022/12/13
小山市 白鴎大学はくおう幼稚園 2022/12/15
大田原市 黒羽幼稚園 2022/12/15
那須塩原市 西那須野幼稚園 2022/12/13

埼玉県 さいたま市北区 東大成小学校 2022/12/16
さいたま市北区 植竹小学校 2022/12/14
さいたま市北区 埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園 2022/12/13
さいたま市北区 宮原小学校 2022/12/13
さいたま市大宮区 三橋小学校 2022/12/13
さいたま市大宮区 埼玉朝鮮初中級学校 2022/12/15
さいたま市大宮区 上小小学校 2022/12/12
さいたま市見沼区 大砂土東小学校 2022/12/13
さいたま市中央区 与野西北小学校 2022/12/12
さいたま市浦和区 針ケ谷小学校 2022/12/13
さいたま市緑区 中尾小学校 2022/12/13
さいたま市岩槻区 岩槻小学校 2022/12/16
さいたま市岩槻区 西原小学校 2022/12/13
川越市 高階北小学校 2022/12/15
川越市 霞ケ関西小学校 2022/12/13
川越市 南古谷小学校 2022/12/12
川越市 霞ケ関小学校 2022/12/15
川口市 戸塚小学校 2022/12/16
川口市 芝中学校 2022/12/12
所沢市 北秋津小学校 2022/12/12
所沢市 小手指小学校 2022/12/13
所沢市 上新井小学校 2022/12/12
飯能市 白鳥幼稚園 2022/12/13
春日部市 八木崎小学校 2022/12/16
春日部市 内牧小学校 2022/12/13
狭山市 笹井小学校 2022/12/15
狭山市 富士見小学校 2022/12/12
鴻巣市 赤見台第二小学校 2022/12/15
上尾市 大石小学校 2022/12/16
上尾市 平方東小学校 2022/12/12
越谷市 荻島小学校 2022/12/16
越谷市 平方小学校 2022/12/16
蕨市 蕨市立南小学校 2022/12/16
入間市 藤沢北小学校 2022/12/13
朝霞市 朝霞花の木幼稚園 2022/12/15
朝霞市 朝霞なかよし幼稚園 2022/12/14
新座市 大和田小学校 2022/12/15
新座市 第四小学校 2022/12/15
新座市 陣屋小学校 2022/12/13
北本市 北本市立東小学校 2022/12/13
富士見市 富士見みずほ幼稚園 2022/12/13
蓮田市 蓮田南小学校 2022/12/13
幸手市 上高野小学校 2022/12/14
吉川市 北谷小学校 2022/12/12
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埼玉県 ふじみ野市 星和幼稚園 2022/12/15
ふじみ野市 西原小学校 2022/12/12
北足立郡伊奈町 小室小学校 2022/12/16
入間郡三芳町 藤久保小学校 2022/12/16
南埼玉郡宮代町 須賀小学校 2022/12/12

千葉県 千葉市中央区 松ケ丘幼稚園 2022/12/15
千葉市中央区 新宿小学校 2022/12/16
千葉市中央区 仁戸名小学校 2022/12/12
千葉市稲毛区 柏台小学校 2022/12/13
千葉市若葉区 千城台南幼稚園 2022/12/16
千葉市若葉区 源小学校 2022/12/12
千葉市若葉区 貝塚中学校 2022/12/16
千葉市緑区 認定こども園　白梅幼稚園 2022/12/16
千葉市美浜区 幕張海浜こども園 2022/12/14
千葉市美浜区 芳野学園附属幼稚園 2022/12/12
銚子市 第三中学校 2022/12/13
銚子市 第二中学校 2022/12/14
市川市 真間小学校 2022/12/12
市川市 新浜小学校 2022/12/16
市川市 幸小学校 2022/12/15
市川市 信篤小学校 2022/12/13
市川市 南新浜小学校 2022/12/12
船橋市 峰台小学校 2022/12/16
船橋市 船橋小学校 2022/12/12
船橋市 塚田小学校 2022/12/14
船橋市 法典東小学校 2022/12/14
船橋市 飯山満小学校 2022/12/16
船橋市 坪井小学校 2022/12/14
船橋市 金杉小学校 2022/12/13
松戸市 小金小学校 2022/12/15
松戸市 北部小学校 2022/12/12
松戸市 上本郷小学校 2022/12/16
松戸市 梨香台小学校 2022/12/12
松戸市 六実小学校 2022/12/16
茂原市 茂原小学校 2022/12/13
柏市 柏第二小学校 2022/12/13
流山市 八木南小学校 2022/12/14
流山市 鰭ケ崎小学校 2022/12/16
八千代市 大和田南小学校 2022/12/13
我孫子市 我孫子第二小学校 2022/12/15
浦安市 日の出幼稚園 2022/12/15
四街道市 八木原小学校 2022/12/13
四街道市 四街道市立中央小学校 2022/12/15
四街道市 四街道市立中央小学校 2022/12/15
白井市 白井第一小学校 2022/12/13

東京都 中央区 月島第一幼稚園 2022/12/15
港区 枝光会附属幼稚園 2022/12/15
文京区 礫川小学校 2022/12/12
江東区 ひばり幼稚園 2022/12/12
江東区 数矢小学校 2022/12/12
江東区 川南小学校 2022/12/15
江東区 第一大島小学校 2022/12/15
品川区 立会小学校 2022/12/16
品川区 旗台小学校 2022/12/15
目黒区 中目黒小学校 2022/12/14
目黒区 大岡山小学校 2022/12/13
大田区 高畑小学校 2022/12/13
大田区 矢口東小学校 2022/12/13
大田区 久原小学校 2022/12/13

3



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

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

東京都 世田谷区 聖ドミニコ学園幼稚園 2022/12/13
世田谷区 桜丘小学校 2022/12/14
世田谷区 玉堤小学校 2022/12/14
世田谷区 多聞小学校 2022/12/13
世田谷区 烏山北小学校 2022/12/15
世田谷区 喜多見小学校 2022/12/12
世田谷区 梅丘中学校 2022/12/16
中野区 西中野小学校 2022/12/13
杉並区 杉並日の出幼稚園 2022/12/15
杉並区 四宮小学校 2022/12/16
杉並区 浜田山小学校 2022/12/16
北区 石川幼稚園 2022/12/13
北区 西浮間小学校 2022/12/13
北区 東十条小学校 2022/12/13
荒川区 南千住第三幼稚園 2022/12/16
板橋区 下赤塚小学校 2022/12/12
練馬区 大泉東小学校 2022/12/15
練馬区 田柄小学校 2022/12/12
練馬区 谷原小学校 2022/12/15
練馬区 練馬第三小学校 2022/12/16
葛飾区 よつぎ小学校 2022/12/13
江戸川区 小松川第二小学校 2022/12/16
江戸川区 南小岩小学校 2022/12/15
江戸川区 篠崎第二小学校 2022/12/16
江戸川区 新堀小学校 2022/12/15
八王子市 別所小学校 2022/12/12
三鷹市 三鷹市立第一小学校 2022/12/13
府中市 明星小学校 2022/12/12
昭島市 共成小学校 2022/12/16
調布市 滝坂小学校 2022/12/12
町田市 町田第二小学校 2022/12/12
町田市 南第一小学校 2022/12/13
町田市 小山田南小学校 2022/12/16
小金井市 東小学校 2022/12/14
小平市 小平第五小学校 2022/12/13
東村山市 秋津東小学校 2022/12/13
多摩市 諏訪小学校 2022/12/15

神奈川県 横浜市神奈川区 斎藤分小学校 2022/12/16
横浜市神奈川区 子安小学校 2022/12/13
横浜市中区 本牧南小学校 2022/12/14
横浜市南区 大岡小学校 2022/12/16
横浜市保土ケ谷区 初音が丘小学校 2022/12/15
横浜市保土ケ谷区 帷子小学校 2022/12/13
横浜市金沢区 神奈川県立金沢養護学校 2022/12/15
横浜市港北区 篠原小学校 2022/12/13
横浜市港北区 大綱小学校 2022/12/13
横浜市港北区 大綱中学校 2022/12/16
横浜市戸塚区 東汲沢小学校 2022/12/14
横浜市港南区 南台小学校 2022/12/15
横浜市港南区 下野庭小学校 2022/12/13
横浜市港南区 相武山小学校 2022/12/12
横浜市旭区 笹野台小学校 2022/12/16
横浜市旭区 中沢小学校 2022/12/12
横浜市泉区 中田小学校 2022/12/13
横浜市泉区 東中田小学校 2022/12/16
横浜市青葉区 あざみ野第一小学校 2022/12/12
横浜市青葉区 鴨志田緑小学校 2022/12/16
横浜市青葉区 さつきが丘小学校 2022/12/16
横浜市都筑区 中川小学校 2022/12/13
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神奈川県 横浜市都筑区 すみれが丘小学校 2022/12/13
川崎市川崎区 旭町小学校 2022/12/16
川崎市川崎区 東門前小学校 2022/12/16
川崎市幸区 日吉小学校 2022/12/13
川崎市中原区 下小田中小学校 2022/12/16
川崎市麻生区 片平小学校 2022/12/16
相模原市中央区 清水こども園 2022/12/13
相模原市中央区 共和小学校 2022/12/16
相模原市中央区 大野北小学校 2022/12/13
相模原市中央区 淵野辺東小学校 2022/12/15
横須賀市 大楠幼稚園 2022/12/13
横須賀市 津久井小学校 2022/12/15
平塚市 松原小学校 2022/12/12
平塚市 真土小学校 2022/12/15
平塚市 なでしこ小学校 2022/12/14
藤沢市 鵠洋小学校 2022/12/13
藤沢市 大鋸小学校 2022/12/13
小田原市 下府中小学校 2022/12/14
小田原市 東富水小学校 2022/12/13
逗子市 逗子小学校 2022/12/12
逗子市 聖マリア小学校 2022/12/13
三浦市 名向小学校 2022/12/15
秦野市 秦野市立北小学校 2022/12/12
伊勢原市 高部屋小学校 2022/12/16
海老名市 大谷小学校 2022/12/13
三浦郡葉山町 あけの星幼稚園 2022/12/15
高座郡寒川町 寒川小学校 2022/12/16
中郡大磯町 大磯小学校 2022/12/16
中郡二宮町 二宮小学校 2022/12/13
足柄下郡湯河原町 福浦幼稚園 2022/12/13

新潟県 新潟市東区 東山の下小学校 2022/12/13
新潟市南区 味方中学校 2022/12/13
上越市 大手町小学校 2022/12/16

富山県 富山市 上滝保育園 2022/12/16
富山市 月岡保育所 2022/12/14
富山市 桜谷小学校 2022/12/16
黒部市 三日市保育所 2022/12/13
射水市 大島小学校 2022/12/14

石川県 金沢市 額小学校 2022/12/13
金沢市 十一屋小学校 2022/12/16
金沢市 金沢市花園公民館 2022/12/13

福井県 鯖江市 河和田小学校 2022/12/14
坂井市 春江小学校 2022/12/13

山梨県 都留市 青藍幼稚園 2022/12/16
長野県 長野市 長野幼稚園 2022/12/13

中野市 中野小学校 2022/12/16
千曲市 埴生中学校 2022/12/15
北安曇郡白馬村 白馬幼稚園 2022/12/16

岐阜県 岐阜市 岐阜小学校 2022/12/13
岐阜市 芥見小学校 2022/12/16
岐阜市 鶉小学校 2022/12/13
多治見市 明和幼稚園 2022/12/13
羽島市 羽島特別支援学校 2022/12/12
恵那市 中野方こども園 2022/12/12
郡上市 口明方小学校 2022/12/13
不破郡垂井町 宮代小学校 2022/12/16
揖斐郡大野町 大野町立南小学校 2022/12/16

静岡県 静岡市葵区 賤機南小学校 2022/12/14
静岡市葵区 静岡大学教育学部附属静岡小学校 2022/12/13
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静岡県 静岡市葵区 足久保小学校 2022/12/14
静岡市清水区 清水不二見小学校 2022/12/13
焼津市 小川小学校 2022/12/12
藤枝市 藤枝西幼稚園 2022/12/12
伊豆市 富士陽光学園富士コンピュータ専門学校 2022/12/12
菊川市 菊川西中学校 2022/12/15

愛知県 名古屋市北区 東志賀小学校 2022/12/15
名古屋市港区 萬泰幼稚園 2022/12/13
名古屋市港区 呉竹幼稚園 2022/12/13
名古屋市緑区 長根台小学校 2022/12/13
瀬戸市 效範小学校 2022/12/15
豊田市 こじまこども園 2022/12/13
豊田市 五ケ丘東小学校 2022/12/16
江南市 宮田小学校 2022/12/16
江南市 布袋小学校 2022/12/12
知立市 知立南小学校 2022/12/13

三重県 津市 西が丘小学校 2022/12/14
津市 一身田中学校国児分校 2022/12/15
四日市市 下野小学校 2022/12/16
四日市市 八郷小学校 2022/12/13
伊勢市 小俣中学校 2022/12/13
桑名市 多度北小学校 2022/12/16
鈴鹿市 白子小学校 2022/12/13
鈴鹿市 旭が丘小学校 2022/12/16
鈴鹿市 石薬師小学校 2022/12/13
志摩市 神明小学校 2022/12/14
南牟婁郡紀宝町 うどの幼稚園 2022/12/14

滋賀県 大津市 瀬田幼稚園 2022/12/12
大津市 長等幼稚園 2022/12/13
長浜市 長浜小学校 2022/12/16
野洲市 野洲小学校 2022/12/14
湖南市 三雲幼稚園 2022/12/14

京都府 京都市北区 今宮幼稚園 2022/12/12
京都市北区 京都教育大学附属京都小中学校 2022/12/16
京都市上京区 正親小学校 2022/12/12
京都市南区 祥豊小学校 2022/12/14
京都市右京区 御室小学校 2022/12/16
京都市伏見区 羽束師小学校 2022/12/13
京都市西京区 竹の里幼稚園 2022/12/12
亀岡市 亀岡中学校 2022/12/16
京田辺市 田辺東小学校 2022/12/16

大阪府 大阪市福島区 海老江東小学校 2022/12/12
大阪市天王寺区 大阪教育大学附属天王寺中学校 2022/12/16
大阪市西淀川区 野里小学校 2022/12/12
大阪市阿倍野区 常盤小学校 2022/12/15
大阪市北区 中津相愛幼稚園 2022/12/13
堺市東区 登美丘東小学校 2022/12/14
堺市東区 登美丘西小学校 2022/12/14
堺市西区 堺市立第２もず園 2022/12/13
堺市南区 竹田学園　茶山台幼稚園 2022/12/14
豊中市 熊野田小学校 2022/12/13
豊中市 豊島北小学校 2022/12/12
豊中市 泉丘小学校 2022/12/12
豊中市 桜塚小学校 2022/12/13
豊中市 新田南小学校 2022/12/16
豊中市 豊島小学校 2022/12/14
豊中市 豊島小学校 2022/12/14
豊中市 豊島小学校 2022/12/14
豊中市 豊中市立第十四中学校 2022/12/13
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大阪府 池田市 大阪教育大学附属池田小学校 2022/12/14
池田市 池田市立ほそごう学園 2022/12/14
吹田市 吹田南小学校 2022/12/14
泉大津市 上條小学校 2022/12/12
高槻市 北日吉台小学校 2022/12/13
高槻市 奥坂小学校 2022/12/13
枚方市 桜丘小学校 2022/12/16
枚方市 香陽小学校 2022/12/13
泉佐野市 日新小学校 2022/12/14
富田林市 伏山台小学校 2022/12/12
箕面市 西南小学校 2022/12/13
箕面市 東小学校 2022/12/16
交野市 旭小学校 2022/12/14
泉南郡岬町 淡輪幼稚園 2022/12/16

兵庫県 神戸市東灘区 東灘小学校 2022/12/16
神戸市東灘区 向洋小学校 2022/12/13
神戸市灘区 灘小学校 2022/12/13
神戸市灘区 関西国際学園　初等部 2022/12/14
神戸市灘区 鶴甲小学校 2022/12/12
神戸市長田区 御蔵小学校 2022/12/14
神戸市須磨区 多井畑小学校 2022/12/13
神戸市須磨区 松尾小学校 2022/12/12
神戸市垂水区 歌敷山保育園 2022/12/14
神戸市垂水区 塩屋小学校 2022/12/13
神戸市垂水区 千鳥が丘小学校 2022/12/13
神戸市垂水区 霞ケ丘小学校 2022/12/13
神戸市北区 唐櫃小学校 2022/12/13
神戸市北区 県立神戸特別支援学校 2022/12/14
神戸市北区 広陵中学校 2022/12/12
神戸市中央区 宮本小学校 2022/12/16
姫路市 高岡西小学校 2022/12/13
姫路市 曽左小学校 2022/12/13
尼崎市 武庫小学校 2022/12/13
尼崎市 園田南小学校 2022/12/13
明石市 貴崎幼稚園 2022/12/16
明石市 播陽幼稚園 2022/12/14
明石市 明石幼稚園 2022/12/12
西宮市 浜脇中学校 2022/12/16
芦屋市 山手小学校 2022/12/14
芦屋市 宮川小学校 2022/12/13
芦屋市 浜風小学校 2022/12/16
伊丹市 おぎの幼稚園 2022/12/13
相生市 那波小学校 2022/12/15
西脇市 西脇さくら保育園 2022/12/14
宝塚市 長尾南小学校 2022/12/13
丹波市 崇広小学校 2022/12/15
揖保郡太子町 龍田幼稚園 2022/12/12

奈良県 奈良市 大安寺幼稚園 2022/12/12
奈良市 平城小学校 2022/12/16
大和高田市 浮孔幼稚園 2022/12/13
天理市 二階堂小学校 2022/12/13
葛城市 磐城認定こども園 2022/12/12
生駒郡三郷町 三郷北小学校 2022/12/14

和歌山県 和歌山市 湊幼稚園 2022/12/12
和歌山市 野崎西小学校 2022/12/14
海草郡紀美野町 野上中学校 2022/12/16
東牟婁郡那智勝浦町 勝浦小学校 2022/12/16

鳥取県 鳥取市 久松小学校 2022/12/16
島根県 松江市 義務教育学校玉湯学園 2022/12/13

7



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

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

島根県 益田市 鎌手公民館 2022/12/13
岡山県 岡山市北区 吉備小学校 2022/12/13

倉敷市 庄小学校 2022/12/13
倉敷市 第五福田小学校 2022/12/14
倉敷市 葦高小学校 2022/12/15
倉敷市 倉敷東小学校 2022/12/12
倉敷市 西阿知小学校 2022/12/13

広島県 広島市南区 黄金山小学校 2022/12/13
広島市安佐南区 上緑井幼稚園 2022/12/13
広島市佐伯区 河内小学校 2022/12/14
広島市佐伯区 五日市観音西小学校 2022/12/14
広島市佐伯区 彩が丘小学校 2022/12/13
呉市 港町小学校 2022/12/15
尾道市 栗原小学校 2022/12/16
尾道市 向東小学校 2022/12/13
福山市 ひかり園 2022/12/16
福山市 旭丘小学校 2022/12/13
東広島市 三永小学校 2022/12/13
東広島市 吉川小学校 2022/12/13
東広島市 高屋東小学校 2022/12/13
安芸高田市 八千代中学校 2022/12/12
豊田郡大崎上島町 東野小学校 2022/12/16

山口県 下関市 名陵小学校 2022/12/12
下関市 安岡小学校 2022/12/12
宇部市 小羽山幼稚園 2022/12/16
宇部市 恩田小学校 2022/12/14
宇部市 厚南小学校 2022/12/16
宇部市 黒石小学校 2022/12/12
防府市 華城小学校 2022/12/13
周南市 菊川小学校 2022/12/13

徳島県 徳島市 八万小学校 2022/12/13
徳島市 昭和小学校 2022/12/14
美馬市 脇町高等学校 2022/12/16

香川県 高松市 桜町聖母幼稚園 2022/12/12
高松市 亀阜小学校 2022/12/12
高松市 木太南小学校 2022/12/14
さぬき市 志度幼稚園 2022/12/13
さぬき市 長尾小学校 2022/12/13

愛媛県 松山市 河野小学校 2022/12/12
松山市 味酒小学校 2022/12/13
新居浜市 角野小学校 2022/12/13

福岡県 北九州市門司区 門司中央小学校 2022/12/13
北九州市若松区 赤崎小学校 2022/12/13
北九州市小倉南区 曽根小学校 2022/12/15
福岡市南区 宮竹小学校 2022/12/13
福岡市南区 三宅小学校 2022/12/14
大牟田市 羽山台小学校 2022/12/13
久留米市 久留米純心幼稚園 2022/12/13
久留米市 青い鳥保育園 2022/12/14
久留米市 津福小学校 2022/12/13
中間市 緑ケ丘第三幼稚園 2022/12/13
福津市 神興東小学校 2022/12/14
遠賀郡水巻町 伊左座小学校 2022/12/13

佐賀県 佐賀市 日新小学校 2022/12/14
佐賀市 若楠小学校 2022/12/12
唐津市 相知エルアンこども園 2022/12/15
唐津市 相知小学校 2022/12/15
小城市 三日月小学校 2022/12/15

長崎県 長崎市 戸町小学校 2022/12/12
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長崎県 長崎市 愛宕小学校 2022/12/12
長崎市 長崎精道小学校 2022/12/16
佐世保市 花高小学校 2022/12/13
大村市 大村小学校 2022/12/16
壱岐市 初山小学校 2022/12/14
雲仙市 小浜小学校 2022/12/13
雲仙市 北串小学校 2022/12/16
西彼杵郡時津町 時津東小学校 2022/12/15

熊本県 熊本市中央区 熊本大学教育学部附属幼稚園 2022/12/13
熊本市東区 東部中学校 2022/12/13
熊本市南区 ルンビニー幼稚園 2022/12/14
宇土市 宇土小学校 2022/12/13
上益城郡御船町 御船小学校 2022/12/14

大分県 大分市 宗方小学校 2022/12/12
大分市 田尻小学校 2022/12/13
大分市 大分県立大分支援学校 2022/12/16
中津市 大幡小学校 2022/12/13
由布市 石城小学校 2022/12/14

宮崎県 宮崎市 大宮小学校 2022/12/13
児湯郡川南町 川南幼稚園 2022/12/13
西臼杵郡高千穂町 高千穂小学校 2022/12/14

鹿児島県 鹿児島市 伊敷幼稚園 2022/12/13
鹿児島市 川上小学校 2022/12/14
鹿児島市 西谷山小学校 2022/12/13
鹿児島市 武小学校 2022/12/16
鹿児島市 伊敷台小学校 2022/12/16
薩摩川内市 高来小学校 2022/12/14
南さつま市 希望が丘学園附属加世田しらうめ幼稚園 2022/12/16
南さつま市 万世小学校 2022/12/13
姶良市 帖佐幼稚園 2022/12/12

沖縄県 中頭郡北中城村 北中城小学校 2022/12/15

ありがとうございました！
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