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北海道 札幌市中央区 大倉山小学校 2022/12/21
札幌市東区 札幌大谷大学附属幼稚園 2022/12/20
札幌市東区 東光小学校 2022/12/20
札幌市白石区 東橋小学校 2022/12/23
札幌市白石区 本通小学校 2022/12/23
札幌市白石区 米里小学校 2022/12/23
札幌市豊平区 みどり小学校 2022/12/20
札幌市厚別区 厚別北小学校 2022/12/19
札幌市清田区 平岡中央小学校 2022/12/20
札幌市清田区 平岡公園小学校 2022/12/21
帯広市 森の里小学校 2022/12/21
帯広市 大正小学校 2022/12/21
岩見沢市 南小学校 2022/12/19
江別市 いずみ野小学校 2022/12/20
恵庭市 かしわ幼稚園 2022/12/20
松前郡福島町 福島小学校 2022/12/21
夕張郡長沼町 長沼小学校 2022/12/23

青森県 青森市 浜田小学校 2022/12/20
青森市 戸山西小学校 2022/12/20
青森市 浪岡野沢小学校 2022/12/20
八戸市 吹上小学校 2022/12/20
八戸市 江陽小学校 2022/12/20
八戸市 根城小学校 2022/12/19
八戸市 白銀南小学校 2022/12/22
下北郡大間町 大間小学校 2022/12/23

岩手県 盛岡市 高松小学校 2022/12/20
宮城県 仙台市青葉区 国見小学校 2022/12/22

仙台市若林区 沖野東小学校 2022/12/23
仙台市若林区 南材木町小学校 2022/12/23
気仙沼市 大谷小学校 2022/12/20
岩沼市 岩沼南こばと幼稚園 2022/12/20
登米市 多機能サポートセンターこじか 2022/12/19
大崎市 古川第二小学校 2022/12/20
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/12/23
亘理郡亘理町 亘理小学校 2022/12/23

秋田県 秋田市 高清水小学校 2022/12/23
大館市 有浦小学校 2022/12/23
由利本荘市 鶴舞小学校 2022/12/19

山形県 寒河江市 寒河江小学校 2022/12/19
寒河江市 寒河江小学校 2022/12/20

福島県 福島市 福島県立須賀川支援学校医大校 2022/12/19
会津若松市 謹教小学校 2022/12/20
郡山市 志賀学園　並木幼稚園 2022/12/20
喜多方市 喜多方市塩川公民館 2022/12/20
河沼郡湯川村 勝常小学校 2022/12/20

茨城県 水戸市 赤塚幼稚園 2022/12/20
水戸市 石川小学校 2022/12/21
日立市 油縄子小学校 2022/12/20
日立市 大沼小学校 2022/12/20
土浦市 土浦第二小学校 2022/12/22
取手市 取手東小学校 2022/12/20
稲敷郡阿見町 荒川沖幼稚園 2022/12/20

栃木県 宇都宮市 豊郷中央小学校 2022/12/21
宇都宮市 陽南小学校 2022/12/21
宇都宮市 戸祭小学校 2022/12/23
宇都宮市 宮の原小学校 2022/12/23
宇都宮市 岡本西小学校 2022/12/19
栃木市 栃木第四小学校 2022/12/22

群馬県 前橋市 岩神小学校 2022/12/19
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群馬県 高崎市 高崎市立西小学校 2022/12/20
吾妻郡長野原町 長野原町立西中学校 2022/12/23

埼玉県 さいたま市西区 土屋中学校 2022/12/20
さいたま市見沼区 蓮沼小学校 2022/12/20
さいたま市桜区 土合小学校 2022/12/23
さいたま市桜区 田島小学校 2022/12/20
さいたま市桜区 大久保小学校 2022/12/19
さいたま市浦和区 仲町小学校 2022/12/20
さいたま市浦和区 大東小学校 2022/12/19
さいたま市南区 大谷場東小学校 2022/12/19
さいたま市岩槻区 上里小学校 2022/12/20
川越市 高階西小学校 2022/12/22
熊谷市 熊谷南小学校 2022/12/19
川口市 十二月田小学校 2022/12/19
川口市 木曽呂小学校 2022/12/20
川口市 新郷東小学校 2022/12/20
川口市 安行東小学校 2022/12/23
川口市 本町小学校 2022/12/22
所沢市 中富小学校 2022/12/21
飯能市 加治小学校 2022/12/23
飯能市 双柳小学校 2022/12/20
春日部市 武里南小学校 2022/12/19
春日部市 豊野小学校 2022/12/20
春日部市 豊野小学校 2022/12/20
春日部市 粕壁小学校 2022/12/20
春日部市 宮川小学校 2022/12/19
狭山市 南小学校 2022/12/20
狭山市 堀兼小学校 2022/12/19
上尾市 上平小学校 2022/12/23
上尾市 大石北小学校 2022/12/19
草加市 草加小学校 2022/12/20
越谷市 出羽小学校 2022/12/23
越谷市 桜井小学校 2022/12/20
越谷市 弥栄小学校 2022/12/20
越谷市 南越谷小学校 2022/12/19
蕨市 蕨市立東公民館 2022/12/21
新座市 新座小学校 2022/12/19
新座市 野寺小学校 2022/12/20
新座市 八石小学校 2022/12/22
新座市 新座市立第二中学校 2022/12/20
桶川市 桶川小学校 2022/12/19
久喜市 菖蒲幼稚園 2022/12/20
久喜市 栗橋小学校 2022/12/19
富士見市 水谷小学校 2022/12/20
蓮田市 大山幼稚園 2022/12/23
坂戸市 坂戸小学校 2022/12/22
吉川市 美南小学校 2022/12/23
ふじみ野市 東原小学校 2022/12/19
白岡市 白岡市立西小学校 2022/12/20
北葛飾郡杉戸町 杉戸白百合幼稚園 2022/12/20
北葛飾郡杉戸町 杉戸小学校 2022/12/23
北葛飾郡杉戸町 高野台小学校 2022/12/23

千葉県 千葉市花見川区 長作小学校 2022/12/20
千葉市花見川区 千葉朝鮮初中級学校 2022/12/23
千葉市稲毛区 あやめ台小学校 2022/12/19
千葉市稲毛区 千草台東小学校 2022/12/23
千葉市若葉区 都賀の台幼稚園 2022/12/19
千葉市若葉区 小倉小学校 2022/12/20
千葉市若葉区 桜木小学校 2022/12/23
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千葉県 千葉市美浜区 稲浜小学校 2022/12/20
船橋市 すずらん幼稚園 2022/12/19
船橋市 三咲小学校 2022/12/23
松戸市 馬橋小学校 2022/12/20
松戸市 松ケ丘小学校 2022/12/23
松戸市 八ケ崎小学校 2022/12/20
松戸市 古ケ崎小学校 2022/12/20
松戸市 聖徳大学附属小学校 2022/12/23
野田市 みずき小学校 2022/12/20
野田市 柳沢小学校 2022/12/22
成田市 中台小学校 2022/12/20
佐倉市 井野小学校 2022/12/20
佐倉市 小竹小学校 2022/12/19
東金市 ときがね幼稚園 2022/12/22
習志野市 実籾小学校 2022/12/19
習志野市 袖ケ浦西小学校 2022/12/19
習志野市 袖ケ浦東小学校 2022/12/19
柏市 みくに学園 2022/12/22
柏市 風早南部小学校 2022/12/20
柏市 富勢東小学校 2022/12/21
柏市 中原小学校 2022/12/20
市原市 国分寺台小学校 2022/12/20
流山市 向小金小学校 2022/12/21
流山市 南流山小学校 2022/12/20
流山市 流山北小学校 2022/12/20
八千代市 八千代台小学校 2022/12/23
八千代市 高津小学校 2022/12/20
我孫子市 我孫子第三小学校 2022/12/22
四街道市 みそら小学校 2022/12/22
四街道市 四和小学校 2022/12/23
八街市 二州小学校 2022/12/22
白井市 桜台小学校 2022/12/19
富里市 日吉台小学校 2022/12/20

東京都 千代田区 白百合学園中高等学校 2022/12/20
中央区 豊海小学校 2022/12/22
文京区 指ケ谷小学校 2022/12/19
文京区 東京都立文京盲学校 2022/12/20
文京区 跡見学園中・高等学校 2022/12/21
台東区 千束小学校 2022/12/20
墨田区 菊川幼稚園 2022/12/22
墨田区 柳島幼稚園 2022/12/20
墨田区 押上小学校 2022/12/22
江東区 東砂第四保育園 2022/12/20
江東区 大島南央小学校 2022/12/21
品川区 第一日野小学校 2022/12/20
品川区 山中小学校 2022/12/22
目黒区 東山小学校 2022/12/20
目黒区 東根小学校 2022/12/22
大田区 白百合幼稚園白百合会 2022/12/20
大田区 調布大塚小学校 2022/12/23
大田区 矢口小学校 2022/12/23
大田区 糀谷小学校 2022/12/23
大田区 東蒲小学校 2022/12/19
世田谷区 国本学園　国本幼稚園 2022/12/22
世田谷区 世田谷小学校 2022/12/20
世田谷区 上北沢小学校 2022/12/23
世田谷区 池之上小学校 2022/12/22
世田谷区 山崎小学校 2022/12/21
世田谷区 用賀小学校 2022/12/23
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東京都 世田谷区 中丸小学校 2022/12/22
世田谷区 給田小学校 2022/12/19
渋谷区 渋谷本町学園 2022/12/21
渋谷区 笹塚中学校 2022/12/20
中野区 塔山小学校 2022/12/23
中野区 塔山小学校 2022/12/23
杉並区 國學院大學附属幼稚園 2022/12/19
杉並区 高井戸第四小学校 2022/12/20
杉並区 浜田山小学校 2022/12/20
豊島区 西巣鴨小学校 2022/12/23
北区 星美学園幼稚園 2022/12/22
北区 王子第五小学校 2022/12/19
北区 なでしこ小学校 2022/12/23
北区 滝野川第三小学校 2022/12/23
北区 女子聖学院中学校・高等学校 2022/12/20
荒川区 第六瑞光小学校 2022/12/22
板橋区 上板橋第四小学校 2022/12/23
板橋区 成増ケ丘小学校 2022/12/22
練馬区 北町カトリック幼稚園 2022/12/20
練馬区 開進第三小学校 2022/12/20
練馬区 東京学芸大学附属大泉小学校 2022/12/19
練馬区 石神井台小学校 2022/12/21
練馬区 南田中小学校 2022/12/22
練馬区 光が丘秋の陽小学校 2022/12/19
足立区 千寿桜小学校 2022/12/19
葛飾区 鎌倉小学校 2022/12/22
江戸川区 篠崎第三小学校 2022/12/20
八王子市 聖公会八王子幼稚園 2022/12/20
八王子市 八王子市立第七小学校 2022/12/20
八王子市 長池小学校 2022/12/22
八王子市 松木小学校 2022/12/20
八王子市 第四小学校 2022/12/19
立川市 松中小学校 2022/12/20
三鷹市 東台小学校 2022/12/23
三鷹市 三鷹市立第三小学校 2022/12/20
府中市 府中白糸台幼稚園 2022/12/20
調布市 マルガリタ幼稚園 2022/12/23
調布市 八雲台小学校 2022/12/19
調布市 調和小学校 2022/12/20
町田市 南成瀬小学校 2022/12/19
町田市 本町田東小学校 2022/12/20
町田市 サレジオ工業高等専門学校 2022/12/22
小平市 朝鮮大学校　文学歴史学部 2022/12/22
東村山市 久米川小学校 2022/12/20
東大和市 東大和市立第二小学校 2022/12/23
東大和市 第二中学校 2022/12/23
多摩市 東落合小学校 2022/12/20
多摩市 多摩第三小学校 2022/12/22
多摩市 東愛宕中学校 2022/12/20
稲城市 稲城第一小学校 2022/12/20
稲城市 稲城第四小学校 2022/12/22
西東京市 ひばりケ丘幼稚園 2022/12/20
西東京市 田無小学校 2022/12/19
小笠原村 小笠原小･中学校 2022/12/19

神奈川県 横浜市鶴見区 寺尾小学校 2022/12/23
横浜市鶴見区 下野谷小学校 2022/12/20
横浜市神奈川区 中丸小学校 2022/12/20
横浜市保土ケ谷区 上菅田笹の丘小学校 2022/12/19
横浜市保土ケ谷区 桜台小学校 2022/12/21
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神奈川県 横浜市保土ケ谷区 坂本小学校 2022/12/20
横浜市保土ケ谷区 藤塚小学校 2022/12/20
横浜市磯子区 梅林小学校 2022/12/22
横浜市金沢区 能見台南小学校 2022/12/23
横浜市港北区 プリンス幼稚園 2022/12/22
横浜市港北区 城郷小学校 2022/12/23
横浜市港北区 綱島小学校 2022/12/22
横浜市港北区 北綱島小学校 2022/12/19
横浜市港北区 高田東小学校 2022/12/19
横浜市戸塚区 横浜深谷台小学校 2022/12/21
横浜市戸塚区 東品濃小学校 2022/12/20
横浜市戸塚区 上矢部小学校 2022/12/23
横浜市港南区 日下小学校 2022/12/21
横浜市旭区 上白根小学校 2022/12/22
横浜市旭区 善部小学校 2022/12/20
横浜市緑区 長津田小学校 2022/12/20
横浜市瀬谷区 相沢小学校 2022/12/20
横浜市瀬谷区 瀬谷さくら小学校 2022/12/19
横浜市栄区 横浜市立本郷特別支援学校 2022/12/22
横浜市泉区 新橋小学校 2022/12/20
横浜市青葉区 田奈小学校 2022/12/20
川崎市幸区 南河原小学校 2022/12/23
川崎市幸区 夢見ケ崎小学校 2022/12/21
川崎市中原区 西丸子小学校 2022/12/21
川崎市中原区 中原小学校 2022/12/20
川崎市高津区 東高津小学校 2022/12/20
川崎市高津区 橘小学校 2022/12/23
川崎市多摩区 中野島小学校 2022/12/21
川崎市多摩区 東生田小学校 2022/12/22
川崎市麻生区 千代ケ丘小学校 2022/12/19
川崎市麻生区 真福寺小学校 2022/12/23
川崎市麻生区 麻生小学校 2022/12/20
相模原市中央区 青葉小学校 2022/12/23
相模原市中央区 相模原中央支援学校 2022/12/20
相模原市南区 谷口台小学校 2022/12/20
相模原市南区 大沼小学校 2022/12/20
横須賀市 山崎小学校 2022/12/20
横須賀市 浦郷小学校 2022/12/19
横須賀市 武山小学校 2022/12/21
鎌倉市 関谷小学校 2022/12/23
鎌倉市 山崎小学校 2022/12/21
鎌倉市 山崎小学校 2022/12/21
鎌倉市 山崎小学校 2022/12/21
鎌倉市 山崎小学校 2022/12/21
藤沢市 富士幼稚園 2022/12/19
藤沢市 藤沢若葉幼稚園 2022/12/19
藤沢市 本町小学校 2022/12/20
藤沢市 湘南台高等学校 2022/12/20
小田原市 早川小学校 2022/12/20
小田原市 富士見小学校 2022/12/22
茅ケ崎市 鶴嶺小学校 2022/12/20
茅ケ崎市 東海岸小学校 2022/12/23
茅ケ崎市 茅ヶ崎小学校 2022/12/19
三浦市 南下浦中学校 2022/12/19
厚木市 上荻野小学校 2022/12/21
大和市 大和東小学校 2022/12/20
座間市 相模野小学校 2022/12/19
座間市 相模が丘小学校 2022/12/19
南足柄市 岩原小学校 2022/12/22
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神奈川県 南足柄市 岡本小学校 2022/12/21
三浦郡葉山町 葉山小学校 2022/12/23
中郡二宮町 二宮中学校 2022/12/19
足柄下郡湯河原町 まさご保育園 2022/12/23

新潟県 新潟市西蒲区 巻西中学校 2022/12/19
新発田市 東中学校 2022/12/19
小千谷市 千田中学校 2022/12/20

富山県 富山市 西田地方保育園 2022/12/20
富山市 熊野小学校 2022/12/20
高岡市 博労小学校 2022/12/20
高岡市 戸出東部小学校 2022/12/19
高岡市 福岡小学校 2022/12/21
黒部市 黒部愛児保育園 2022/12/21
砺波市 庄川小学校 2022/12/21
南砺市 城端小学校 2022/12/19

石川県 野々市市 石川県立明和特別支援学校 2022/12/20
福井県 福井市 安居小学校 2022/12/22

越前市 万葉中学校 2022/12/21
山梨県 山梨市 つつじ幼稚園 2022/12/19
長野県 長野市 篠ノ井幼稚園 2022/12/23

長野市 若槻小学校 2022/12/20
長野市 柳原小学校 2022/12/19
長野市 朝陽小学校 2022/12/23
長野市 川中島中学校 2022/12/20
松本市 神田保育園 2022/12/19
松本市 山辺小学校 2022/12/23
松本市 才教学園小学校・中学校 2022/12/23
上田市 上田南幼稚園 2022/12/23
岡谷市 岡谷田中小学校 2022/12/20
須坂市 豊洲小学校 2022/12/23
伊那市 西箕輪小学校 2022/12/23
塩尻市 吉田小学校 2022/12/20
北佐久郡軽井沢町 軽井沢東部小学校 2022/12/23
下伊那郡喬木村 飯田養護学校 2022/12/20

岐阜県 岐阜市 東海第一幼稚園 2022/12/20
岐阜市 岐阜東幼稚園 2022/12/19
岐阜市 岐阜市立岐阜特別支援学校 2022/12/21
岐阜市 県立岐阜希望が丘特別支援学校 2022/12/19
美濃加茂市 加茂農林高等学校 2022/12/23
土岐市 東濃特別支援学校 2022/12/21
各務原市 かわしま学びの庭 2022/12/20
郡上市 北濃小学校 2022/12/20
揖斐郡大野町 大野町立中小学校 2022/12/19

静岡県 静岡市葵区 竜南小学校 2022/12/23
静岡市葵区 静岡市立東中学校 2022/12/21
静岡市駿河区 静岡豊田幼稚園 2022/12/21
静岡市清水区 船原幼稚園 2022/12/22
浜松市東区 蒲幼稚園 2022/12/19
浜松市南区 可美小学校 2022/12/20
沼津市 愛鷹小学校 2022/12/20
沼津市 第四小学校 2022/12/19
三島市 旭ヶ丘幼稚園 2022/12/19
富士宮市 東小学校 2022/12/19
島田市 島田中央学園みどり認定こども園 2022/12/23
富士市 富士見台リズム保育園 2022/12/21
磐田市 富士見幼稚園 2022/12/23
藤枝市 藤枝西幼稚園 2022/12/21

愛知県 名古屋市西区 西城幼稚園 2022/12/20
名古屋市中村区 星槎名古屋中学校 2022/12/22
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愛知県 名古屋市熱田区 宮西保育園 2022/12/20
名古屋市中川区 中川商業高等学校 2022/12/21
名古屋市守山区 大森小学校 2022/12/20
名古屋市緑区 片平小学校 2022/12/19
豊橋市 吉田方保育園 2022/12/20
豊橋市 天伯小学校 2022/12/19
岡崎市 たつみ幼稚園 2022/12/23
一宮市 愛知県立一宮東特別支援学校 2022/12/23
春日井市 春日マリア幼稚園 2022/12/22
春日井市 石尾台小学校 2022/12/20
豊川市 豊小学校 2022/12/19
豊川市 南部中学校 2022/12/23
豊田市 中央こども園 2022/12/21
豊田市 駒場小学校 2022/12/23
安城市 錦町小学校 2022/12/22
安城市 錦町小学校 2022/12/22
安城市 錦町小学校 2022/12/22
安城市 桜町小学校 2022/12/22
常滑市 常滑大和幼稚園 2022/12/20
東海市 東海めぐみ幼稚園 2022/12/23
東海市 愛知県立東海樟風高等学校 2022/12/23
大府市 大府小学校 2022/12/20
岩倉市 曽野小学校 2022/12/20
愛西市 とみよし幼稚園 2022/12/19
北名古屋市 鴨田小学校 2022/12/20
みよし市 愛知県立三好特別支援学校 2022/12/19
あま市 美和小学校 2022/12/21
愛知郡東郷町 東郷旭丘幼稚園 2022/12/21

三重県 津市 白山こども園 2022/12/20
四日市市 大矢知興譲小学校 2022/12/20
尾鷲市 尾鷲中学校 2022/12/20
鳥羽市 かもめ幼稚園 2022/12/19

滋賀県 大津市 唐崎幼稚園 2022/12/19
大津市 平野幼稚園 2022/12/23
大津市 青山幼稚園 2022/12/20
大津市 志賀幼稚園 2022/12/20
大津市 大津赤十字病院院内保育所 2022/12/20
大津市 瀬田北幼稚園 2022/12/21
大津市 聖母幼稚園 2022/12/20
大津市 田上小学校 2022/12/19
彦根市 めぐみ保育園 2022/12/20
彦根市 佐和山幼稚園 2022/12/20
彦根市 彦根幼稚園 2022/12/20
彦根市 旭森幼稚園 2022/12/20
長浜市 速水小学校 2022/12/22
甲賀市 希望ケ丘小学校 2022/12/23
野洲市 祇王幼稚園 2022/12/19

京都府 京都市北区 金閣小学校 2022/12/23
京都市北区 ヴィアトール学園洛星中・高等学校 2022/12/20
京都市南区 凌風小中学校 2022/12/23
京都市南区 九条弘道小学校 2022/12/21
京都市右京区 葛野小学校 2022/12/23
京都市山科区 寺西幼稚園 2022/12/21
京都市西京区 川岡小学校 2022/12/20
京都市西京区 川岡小学校 2022/12/20
亀岡市 大成中学校 2022/12/23
城陽市 富野幼稚園 2022/12/19
八幡市 八幡小学校 2022/12/20
京田辺市 田辺小学校 2022/12/19
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京都府 京丹後市 ゆうかり子ども園 2022/12/19
久世郡久御山町 佐山小学校 2022/12/19

大阪府 大阪市西淀川区 福小学校 2022/12/19
大阪市住吉区 墨江幼稚園 2022/12/20
大阪市北区 中津小学校 2022/12/23
大阪市中央区 南幼稚園 2022/12/22
大阪市中央区 大阪府立中央聴覚支援学校 2022/12/20
堺市東区 白鷺小学校 2022/12/23
堺市南区 竹城台小学校 2022/12/20
堺市北区 金岡小学校 2022/12/19
豊中市 大池小学校 2022/12/20
豊中市 泉丘小学校 2022/12/23
池田市 北豊島小学校 2022/12/20
吹田市 片山幼稚園 2022/12/22
吹田市 千里第一小学校 2022/12/21
高槻市 北大冠小学校 2022/12/19
枚方市 五常小学校 2022/12/20
枚方市 東香里小学校 2022/12/21
富田林市 川西幼稚園 2022/12/23
寝屋川市 南小学校 2022/12/19
松原市 天美北小学校 2022/12/21
大東市 深野小学校 2022/12/20
箕面市 かやの幼稚園 2022/12/20
箕面市 瀬川保育園 2022/12/20
門真市 速見小学校 2022/12/23
藤井寺市 道明寺南小学校 2022/12/19
東大阪市 小阪小学校 2022/12/23
東大阪市 玉串小学校 2022/12/19
泉南市 くすのき幼稚園 2022/12/20
交野市 星田小学校 2022/12/20
交野市 妙見坂小学校 2022/12/20
交野市 郡津小学校 2022/12/22

兵庫県 神戸市東灘区 魚崎中学校 2022/12/21
神戸市灘区 西灘小学校 2022/12/20
神戸市須磨区 友が丘中学校 2022/12/21
神戸市北区 北神戸中学校 2022/12/19
神戸市北区 有野中学校 2022/12/19
姫路市 網干幼稚園 2022/12/23
姫路市 高岡小学校 2022/12/19
姫路市 大津茂小学校 2022/12/20
姫路市 勝原小学校 2022/12/23
姫路市 津田小学校 2022/12/23
姫路市 坊勢中学校 2022/12/21
明石市 大久保南幼稚園 2022/12/20
明石市 錦が丘小学校 2022/12/19
西宮市 リッツナーサリー保育園 2022/12/20
西宮市 こばと幼稚園 2022/12/21
西宮市 苦楽園小学校 2022/12/20
伊丹市 緑丘小学校 2022/12/20
加古川市 鳩里小学校 2022/12/20
宝塚市 末成小学校 2022/12/23
宝塚市 中山台小学校 2022/12/20
三木市 自由が丘中学校 2022/12/21
川西市 川西養護学校 2022/12/20
三田市 すずかけ台小学校 2022/12/19
朝来市 糸井小学校 2022/12/21
宍粟市 城下小学校 2022/12/23
加古郡稲美町 天満東小学校 2022/12/19

奈良県 奈良市 学園前ネオポリス幼稚園 2022/12/21
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奈良県 奈良市 西大寺北小学校 2022/12/23
大和高田市 浮孔西小学校 2022/12/19
大和郡山市 片桐小学校 2022/12/22
橿原市 畝傍南小学校 2022/12/20
橿原市 新沢小学校 2022/12/19
葛城市 當麻小学校 2022/12/21
宇陀市 榛原北保育園 2022/12/23
生駒郡平群町 はなさとこども園 2022/12/23
生駒郡斑鳩町 斑鳩幼稚園 2022/12/20
生駒郡斑鳩町 斑鳩東小学校 2022/12/20

和歌山県 和歌山市 紀伊幼稚園 2022/12/23
橋本市 紀見幼稚園 2022/12/21
紀の川市 田中小学校 2022/12/19

鳥取県 米子市 崎津小学校 2022/12/19
島根県 出雲市 長浜小学校 2022/12/22

雲南市 木次中学校 2022/12/23
岡山県 岡山市南区 福島小学校 2022/12/22

倉敷市 帯江幼稚園 2022/12/20
倉敷市 認定こども園　第二まこと幼稚園 2022/12/21
浅口市 鴨方東小学校 2022/12/22

広島県 広島市中区 千田小学校 2022/12/20
広島市東区 牛田新町光明保育園 2022/12/22
広島市東区 牛田新町光明保育園 2022/12/22
広島市南区 洋光幼稚園 2022/12/22
広島市安佐南区 伴南小学校 2022/12/19
広島市安佐南区 中筋小学校 2022/12/19
広島市安佐南区 上安小学校 2022/12/21
広島市佐伯区 なぎさ公園小学校 2022/12/21
呉市 昭和北小学校 2022/12/20
福山市 新市小学校 2022/12/19
福山市 長浜小学校 2022/12/23
福山市 想青学園 2022/12/23

山口県 下関市 豊浦小学校 2022/12/20
下関市 川中小学校 2022/12/19
下関市 山の田小学校 2022/12/20
下関市 清末小学校 2022/12/19
下関市 長成中学校 2022/12/20
宇部市 新川小学校 2022/12/23
山口市 山口県立山口総合支援学校 2022/12/20
山口市 大殿小学校 2022/12/21
山口市 柚野木小学校 2022/12/20
山口市 良城小学校 2022/12/23
防府市 小野小学校 2022/12/19
岩国市 杭名小学校 2022/12/20
光市 浅江小学校 2022/12/21
周南市 周陽小学校 2022/12/23

徳島県 鳴門市 黒崎小学校 2022/12/20
板野郡松茂町 北島学園さゆり幼稚園 2022/12/20
板野郡藍住町 藍住町立中央保育所 2022/12/21

香川県 高松市 のぞみ学園のぞみ幼稚園 2022/12/20
高松市 多肥小学校 2022/12/22
丸亀市 郡家小学校 2022/12/19
小豆郡土庄町 豊島小学校 2022/12/23

愛媛県 松山市 北久米小学校 2022/12/22
松山市 味生第二小学校 2022/12/19
松山市 久米中学校 2022/12/21
宇和島市 立正保育園 2022/12/22
新居浜市 大生院小学校 2022/12/19

高知県 高知市 鏡中学校 2022/12/20
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高知県 香美市 第二土佐山田幼稚園 2022/12/20
福岡県 福岡市博多区 めばえ学園 2022/12/20

福岡市南区 しいのみ学園 2022/12/21
福岡市西区 姪北小学校 2022/12/21
福岡市城南区 田島小学校 2022/12/20
福岡市早良区 高取小学校 2022/12/20
福岡市早良区 有住小学校 2022/12/23
大牟田市 大牟田中央小学校 2022/12/21
飯塚市 了専寺白菊幼稚園 2022/12/21
八女市 上妻小学校 2022/12/20
筑紫野市 武蔵台高等学校 2022/12/21
大野城市 大野南小学校 2022/12/22
嘉麻市 稲築東小学校 2022/12/21
朝倉市 杷木小学校 2022/12/23
糸島市 波多江小学校 2022/12/23
糟屋郡粕屋町 大川小学校 2022/12/20

佐賀県 佐賀市 エミールこども園 2022/12/19
佐賀市 北川副小学校 2022/12/21
佐賀市 嘉瀬小学校 2022/12/23
佐賀市 嘉瀬小学校 2022/12/23
唐津市 平原小学校 2022/12/19
鳥栖市 弥生が丘小学校 2022/12/20

長崎県 長崎市 松尾学園　いなさ幼稚園 2022/12/19
長崎市 聖マリア学院 2022/12/20
長崎市 大浦小学校 2022/12/20
長崎市 横尾小学校 2022/12/23
長崎市 長崎県立長崎特別支援学校 2022/12/21
佐世保市 認定こども園　大宮幼稚園 2022/12/19
佐世保市 楠栖小学校 2022/12/20
佐世保市 江上小学校 2022/12/21
諫早市 御館山小学校 2022/12/20
諫早市 飯盛西小学校 2022/12/20
諫早市 飯盛東小学校 2022/12/21
諫早市 飯盛東小学校 2022/12/21
大村市 旭が丘小学校 2022/12/22
西彼杵郡長与町 長与小学校 2022/12/21
西彼杵郡時津町 長崎県立鶴南特別支援学校時津分校 2022/12/19
南松浦郡新上五島町 有川小学校 2022/12/20
南松浦郡新上五島町 東浦小学校 2022/12/20
南松浦郡新上五島町 魚目小学校 2022/12/20

熊本県 熊本市中央区 出水南小学校 2022/12/20
熊本市東区 健軍東小学校 2022/12/20
熊本市東区 画図小学校 2022/12/23
熊本市南区 川尻幼稚園 2022/12/20
熊本市南区 日吉東小学校 2022/12/19
熊本市南区 城南小学校 2022/12/21
熊本市北区 川上小学校 2022/12/20
八代市 太陽保育園 2022/12/20
上天草市 上小学校 2022/12/20

大分県 大分市 明治小学校 2022/12/21
大分市 東大分小学校 2022/12/20
大分市 寒田小学校 2022/12/22
大分市 春日町小学校 2022/12/20
大分市 野津原小学校 2022/12/21
由布市 阿南小学校 2022/12/19

宮崎県 都城市 天竜第三幼稚園 2022/12/23
北諸県郡三股町 勝岡小学校 2022/12/19

鹿児島県 鹿児島市 玉江小学校 2022/12/21
鹿児島市 郡山小学校 2022/12/20
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鹿児島県 鹿児島市 県立鹿児島養護学校 2022/12/22
鹿児島市 松原小学校 2022/12/20
鹿児島市 武岡台小学校 2022/12/19
鹿児島市 宇宿小学校 2022/12/20
西之表市 住吉小学校 2022/12/20
大島郡知名町 知名中学校 2022/12/22

沖縄県 石垣市 新川小学校 2022/12/20

ありがとうございました！
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