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　岐阜県の下呂市立菅田小学校（熊﨑由
紀校長）で10月27日、全校児童47人が
参加し、ベルマーク財団が主催するへき
地校支援プログラム「理科実験教室」が開
かれました。新型コロナ禍の中、今年度
初の開催で、1999年の開始から数える
と通算235回目になります。講師はNPO
法人サイエンスものづくり塾エジソンの
会の6人です。
　会の代表、華井章裕さんによるサイエ
ンスショー「科学マジックの不思議な世
界」から教室は始まりました。子どもた
ちに向かって次々と飛ばされる風船のう
ち、ひとつが「パーン」と破裂します。そ
の後、辺りに漂うのは…？　「みかんの
匂いだ！」。ゴムを溶かす性質を持つみ

かん油が付いていたのです。
　そこから様々な実験が繰り広げられま
した。中の魚が上下する不思議なペット
ボトル、コップからこぼれない水、手の
ひらで一瞬燃えるけど熱くない火……。
板に打ち付けた600本の三寸釘は風船を
押し付けても割れません。ならばと、子
どもたちが靴を脱いで乗ってみます。両
腕でバランスを取りながら釘の上に立つ
と、大きな拍手が起きました。
　さらには、液体の色が瞬間的に変わる
マジックも。種明かしを求める子どもた
ちに「何で？と思うのが理科の基本です。
何でやろな？と自分たちで考えて欲し
い」と華井さん。
　最後に「危ない実験」も。食紅で色を付

けたフラスコに過酸化水素水と台所洗
剤、そして「魔法の薬」を加えます。する
とピンク色の泡がモコモコと大量にあふ
れ出て、フラスコを覆い尽くしてしまい
ました。「うわぁー」と目を丸くする子ど
もたち。
　ショーの次はワークショップ。3年生
以上は教室で、1・2年生は体育館に残っ
て作業します。作るのは、中身を交換で
きる「キラキラ万華鏡」、竹串を回すと
テープがねじれて様々な形に変化する
「くるくるレインボー」。1・2年生は大人
たちの助けを借りながらも、１時間弱で
全員が2つの作品を完成させました。
　「万華鏡は好きなビーズを入れること
ができるので楽しみ」「ショーでは風船が

割れるところがすごく楽しかった」など
と、子どもたちは嬉しそうに感想を語り
ました。「目が輝いていました」と熊﨑校
長。教室を終えた華井さんは「みかんの
匂いがするから風船が割れると気付いた
のはすごいこと。ワークショップでは、
時間内にあれだけのものをよく作ったと
思います」と話しました。
　　　　　　　　　◇
　菅田小は下呂市南部の山あいにあり、
銘茶「幾里（いくさと）」の産地として知ら
れています。菅田小は創立1873年（明治
6年）と伝統ある学校で、茶摘みを体験
したり茶の歴史を学んだりもしていま
す。でも児童の減少で、2021年4月に
市内の3小学校と統合される予定です。

　今年7月に九州南部を襲った豪雨で被災した学校へ
の、ベルマーク財団の支援が決まりました。被害が集中
した熊本県の県教育委員会に協力してもらって調査し、
同県内で校舎が浸水した3校と、児童・生徒の自宅に多
く被害が出た5校、あわせて8校に計170万円相当の希
望の備品などを贈ります。
　7月豪雨は、雨雲が列をなして発生する線状降水帯が
九州地方にかかったことから、各地で記録的な降水量を
記録しました。なかでも熊本県の球磨川水系では氾濫や

堤防の決壊が各所で発生し、大きな被害が出ました。
　財団では豪雨の発生直後から、支援のための友愛援助
の募集を始めました。11月末までに12団体から計10万
余円が寄せられました。ありがとうございます。この友
愛援助は12月末まで募集しています。
　また、例年実施している日本人学校への支援も決まり
ました。文科省からの推薦をもとに、オーストラリア、
韓国、フランス、ニュージーランドの4校に、希望する
教材を贈ります。

　支援先は以下の通りです。
　【7月豪雨】
　熊本県八代市　八竜小、坂本中▽同人吉市　西瀬小▽
同芦北町　佐敷小、佐敷中▽同球磨村　渡小、一勝地小、
球磨中
　【日本人学校】
　シドニー日本人学校（オーストラリア）、ソウル日本人
学校（韓国）、コルマール補習授業校（フランス）、ワイタ
ケレ補習授業校（ニュージーランド）

岐阜・下呂市立菅田小で理科実験教室
「何で？」と考えることが理科の基本

7月豪雨、熊本県の8校を支援
日本人学校の支援先も決定
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　茨城県鹿嶋市の市立鹿島小学校（山口久弥校長、639
人）で11月18日、ベルマークの教育応援隊事業のひとつ、
オーサー・ビジットが開かれました。本の著者が学校を
訪ねて特別授業をします。講師はベストセラー「こども
六法」の著者、山崎聡一郎さん。マルチな活躍をしてい
る27歳の気鋭の教育研究者です。
　5、6年生229人を対象に、まず自己紹介。「聡一郎」
を「恥一郎」と誤記されたことがあるそうで、「誰が恥ず
かしいじゃ！」と山崎さん。くだけた話術に子どもたち
は大爆笑しました。
　山崎さんは「自由」について問います。自由だったら何
がしたいか。「ずっと寝たい」「大統領になりたい」「お金
持ちに」と子どもたち。「それは誰かに禁止されている？　
法律で？」。そんなことはありませんよね。「では、法律

に違反しなければ何をやってもいいと思う？」
　法律は人々の信頼関係である「秩序」を守るためにあ
る、と山崎さん。とはいえ、「気分次第で勝手に刑罰を
与えること」は防がなければなりません。そのためにあ
るのが罪刑法定主義。「言い換えると、刑法に書いてい
ないことは犯罪にはなりません」
　一方で山崎さんは「自由には責任が伴う」とも。自分の
気分で友人にケガを負わせた場合、刑法の責任年齢は
14歳なので小学生に刑罰はありません。「裏を返せば14
歳になれば犯罪になる」のです。選んだ行動の結果には
責任を負う。これが「故意責任の本質」です。
　子どもたちは今後、様々な場面で選択を迫られること
があるでしょう。「でも14歳まで時間があります。選択
の結果が失敗でも反省を次に活かせばいい。自分の人生

を自分で決めてください」と山崎さんは訴えました。
　全体授業の後、応募活動を担った図書委員28人向け
の補足授業がありました。そこで提示されたのは、今度
は「『法律に違反しなければ何をやってもいい』というわ
けではない」という話でした。
　「法律は『ルール』。もうひとつ守らなければいけない
のは『マナー』、つまり道徳」と山崎さん。さらに「法律は
欠陥だらけ」とも。「法律は世の中で問題が起きたとき、
解決のために『後追い』でつくるから」です。
　「学校で習う事は○か×だけれど、世の中のいろんな
テーマはそうではない」。自分の主張を伝えると同時に
相手の主張を受け入れる力を身につけ、対立する意見と
バランスを取ることが大事だとして「明日から、みんな
でしっかり話し合いをしてください」と結びました。

　「尾木ママ」こと教育評論家の尾木直樹
さんが11月12日、東京都世田谷区の田
園調布学園中等部・高等部（清水豊校長、
生徒1223人）を訪れました。本の著者が
特別な授業をする「オーサー・ビジット」
です。
　コロナ対策で密を避けるため、主会場
の講堂は前後左右を空けた市松模様の
配席となり、他に校内3カ所へもライブ
配信され、保護者も含めて600人が分散
して聴講しました。尾木さんが話す演
台にも飛沫拡散防止の透明なパネルが。
「ここから離れる時はマスクを着けます。
フェイスシールドは髪が乱れるから嫌な

の」と尾木さん。
　最初は現在のコロナ禍についてです。
「教育にとっても危機的。でも絶望しな
いで」。尾木さんは過去の経験や歴史か
ら学ぶことの大切さを話しました。さら
に学校行事についても、バーチャル修学
旅行などの例を挙げて「皆さんなら先生
と協力して新しい形を生み出せる。ぜひ
挑戦して」と語りました。
　尾木さんは、実は「先生になりたいと
は全く思っていなかった」そうです。ま
た「尾木ママ」と呼ばれるようになったの
は、ＴＶ番組で明石家さんまさんにたま
たまそう呼ばれたことがきっかけでし

た。「人生は偶然の重なりで、どう進む
かは分からない。でも自分の本質的なと
ころは変わっていません」と尾木さんは
言います。
　話は日本の教育の現状から、人工知能
（AI）が社会をどう変えるかまで及びまし
た。これからの時代の学力は、知能指数
（IQ）ではなく、AIを使いこなせる人間性
指数（HQ）を重視するようになる、と尾
木さんは強調します。
　授業の最後には、生徒からの質問も受
け付けました。「自分が今やりたいこと
を、どう将来に生かせばいいか」という
問いに、尾木さんは自分の座右の銘だと

して「今を輝く」という言葉を紹介。そし
て「出来ることを精一杯続ければ、輝き
が積み重なり、未来へつながるように思
います」と話を締めくくりました
　オーサー・ビジットに応募したのは生
徒の図書委員会でした。委員長の高等部
2年、清水優里恵さんは「ベルマークを
素敵な授業に使えて良かったです」と話
しました。二井依里奈・司書教諭は「コロ
ナ禍での中高生の生き方に即した授業。
本当に感謝しています」、清水校長は「こ
の学びを生かし、生徒たちは恐れずに一
歩を踏み出してほしい」と話してくれま
した。

尾木直樹さん「輝きを積み重ねて未来へ」
東京・田園調布学園中・高等部でオーサー・ビジット

山崎聡一郎さん「自由」ってなんだろう？
茨城・鹿嶋市立鹿島小でオーサー・ビジット
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1約１時間半、エネルギッシュに
　語り続けた尾木直樹さん
2真剣に耳を傾ける参加者たち
3図書委員、司書教諭の二井依里
　奈先生と記念撮影
4図書委員たちが応募した色紙
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　東京都町田市にある市立忠生第三小学校（西久保律子
校長、585人）の体育館で11月24日、防災科学教室が開
かれました。ベルマーク財団と国立研究開発法人防災科
学技術研究所（防災科研）との共催で、2018年度から始
まったプログラムです。
　コロナ禍対策のため、集まった3年生109人はマスク
姿で左右の距離をとって座ります。講師はDr.ナダレン
ジャーこと納

のうぐちやすあき

口恭明さんと、ナダレンコこと罇
もたい

優
ゆう

子
こ

さん。
ともに防災科研の研究者で、カツラとメガネ、付けひげ
というのが定番のスタイルですが、この日はマスクと
フェイスシールドまで着用。怪しさ倍増なのに「私たち
は不審者ではありません」の決めゼリフが飛び出し、子
どもたちの大きな笑い声が響きました。
　最初にナダレンジャーが取り出したのは「突風マシ
ン」。穴のあいたバケツで出来た空気砲です。子どもた
ちは興味津々の様子で風に当たりに行きます。「これが
体育館くらいの大きさだったら？」。人間は遠くに飛ば
されてしまうかもしれません。でも、今目の前にあるの
はミニチュア。「災害を起こす自然現象も同じで、小さ
くしたら怖くない」のです。
　次は雪崩を体験できるおもちゃ。色のついた粉や発泡

スチロールの粒を雪に見立てて、その迫力を実感します。
「発泡スチロールでも空気の50倍の重さがある。東京
ドームいっぱいの量を山から一気に流すと、新幹線と同
じくらいの速さになるよ」と巨大化したときの怖さを説
明するナダレンジャー。「軽いものでそんなに怖かった
ら、重いものはもっと嫌だよね」と、富士山で落石事故
に遭った家族が縦一列になって逃げ切った話をします。
子どもたちに伝えたいのは「自分の命は自分で守ること」
の大切さ。大災害の時は助けを必要とする人が多く、誰
も自分を助けてくれないかもしれないからです。
　地震で地盤が液状化する様子を再現する「エッキー」
は、水の入ったペットボトルに“デコピン”すると、底に
たまった砂から丸ピンが顔を出したり、ピンの針が一気
に沈んだりします。「ゆらゆら3兄弟」は地震の揺れの周
期を学ぶおもちゃ。建物は高さによって揺れるリズム＝
固有周期があることを学びます。最後に、高く積んだ発
泡スチロールのブロックを揺らして倒してみせ、楽しい
授業は終わりました。
　西久保校長は「楽しみながら防災について学べました。
子どもたちへの少し早いクリスマスプレゼントになりま
した」と話してくれました。

　ベルマーク財団が今年度支援したへき
地学校から、感謝メッセージが届いてい
ます。
　広島県北広島町立豊平小学校が選んだ
備品は、逆上がり補助器。設置してすぐ

子どもたちが使い始め、鉄棒の練習に励
んでいるそうです。「足の蹴り上げや、
体が逆さまになる感覚が、次第に身につ
いてきている」と二井岡直文校長。
　ほかに、低学年でも遠くまで飛ばせる
軽量サッカーボールなどを支援で購入。
運動に、学習に、とても役立っているそ

うです。
　石川県輪島市立東陽中学校は、バレー
ボールを購入。水越千博校長によると「子
どもたちは大喜びで、体育の授業はもち
ろん、昼休みもバレーボールに夢中に
なっている」とのことでした。
　新型コロナ禍で様々な制約が課せられ
る中、同校は「子どもたちに充実感を味
わってもらいたい」と、出来るだけ行事
を中止しないように努めてきました。体
育祭・文化祭は感染予防対策を徹底させ
て開催。修学旅行も、最終的に行き先は
東京から飛騨高山に変更しましたが、無
事に実施し終えたそうです。

　協力会社のセノーが、飛沫感染予防対策に使える簡易
パーテーションを取り扱っています。置くだけで感染対
策をすることが出来ます。
　素材・形の異なる2種類が、それぞれ2サイズずつ用意
されています。いずれも耐薬品性と自己消火性のある素
材を使っています。土台にフレームを差し込んでネジで
締め付ければ設置できるので、品物が届いたらすぐ組み
立てることが出来ます。幅はいずれも1m、奥行き45cm
～ 65cm、高さ1.6m ～ 2.2m、重さ3.6kg ～ 10.0kg。
値段は2万2000円～ 3
万3000円。問い合わ
せはフリーダイヤル
0120-292541へ。

　児童書に巻く帯を小学生がデザインす
る、第16回大阪こども「本の帯創作コン
クール」（大阪読書推進委員会、朝日新聞
大阪本社主催）の入賞者が決まりました。
新型コロナ禍で表彰式は中止されまし
たが、全国12都府県の226校から6296
点の応募があり、
136点に各賞が贈
られました。
　ベルマーク賞は
自由図書部門に応
募した大阪府立中
央聴覚支援学校の
小学部6年、佐藤厚希さんの作品です。
取り上げた本は、オリンピック・パラリ

ンピックの選手たちを追ったノンフィ
クション「信頼と情熱」（あかね書房）。
2016年のリオ五輪・陸上男子400mリ
レーで日本が銀メダルを獲得した話を読
み、「チームで協力してメダルを獲れた
ことがすごい」と、バトンをつなぐ絵を
描くことにしました。表側にはバトンが
渡る直前の絵と「自分らしく生きる」の文
字、裏側は渡った瞬間の絵と「支え合っ
て生きる」の文字を、気持ちを込めてデ
ザインしました。
　田口登志子教頭によると、佐藤さんは
「とてもうれしかった。これからもたく
さん本を読んで絵を描いていきたい」と
話していたそうです。

　協賛・協力会社のヤマハミュージックジャパン（ベル
マーク番号33）が、小学3～ 6年生向きのデジタル音楽
教材「ソプラノリコーダー授業Plus」を販売中です。
　内容は、リコーダーの基本的な知識などを解説する「ま
なぶ」と、収録された30曲の吹き方を確認できる「プレ
イ」の2種類。児童の演奏を採点する機能もあります。
　ベルマーク価格は1万3000円（税
抜）。現在、発売記念のキャンペー
ン中で、副教材の冊子「リコーダー
ランド」の見本品が1点につき5冊プ
レゼントしてもらえます。問い合わ
せは、同社管弦打営業部（03-5488-
1686）へ。

11月
南大分小　　大分市　　　　　　9,052,192
高砂小　　　さいたま市浦和区　7,017,378
万寿小　　　岡山県倉敷市　　　7,034,362
東北中　　　新潟県長岡市　　　5,403,698
北小　　　　長野県上田市　　　5,059,022
明野東小　　大分市　　　　　　5,030,963
大曲小　　　秋田県大仙市　　　4,022,133
安室中　　　兵庫県姫路市　　　4,103,712
花高小　　　長崎県佐世保市　　3,005,940
荒浜小　　　宮城県亘理町　　　2,023,549
わかほ幼稚園　さいたま市桜区　1,005,407
萱田南小　　千葉県八千代市　　1,016,740
しらゆりこども園幼稚園部
　　　　　　静岡県湖西市　　　1,015,951
遠里小野小　大阪市住吉区　　　1,004,302
すずかけ台小　兵庫県三田市　　1,001,581
認定こども園　北条幼稚園
　　　　　　松山市　　　　　　1,000,886

Dr.ナダレンジャー+マスク+シールド＝？
東京・町田市立忠生第三小で防災科学教室

逆上がりに、バレーボールも
へき地支援、感謝メッセージ届く

1Dr.ナダレンジャーとナダレンコはマスクとシールドを着用 
2傘回しは転がり続ける落石のシミュレーター!?
3ブロックの下敷きに「なりたーい」

パーテーションで飛沫感染予防
セノーが販売中

本の帯コン、ベルマーク賞に大阪の佐藤厚希さん
気持ちを込めて、バトンつなぐ絵

ヤマハミュージックジャパンが
リコーダーデジタル教材を販売

大台達成校

1

2 3
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絵　本
『おとうふ ２ちょう』（くろだかおる・作、

たけがみたえ・絵、ポプラ社）
　僕もかつて『山本
先生ゆうびんです』
という本の中でネタ
にしたことがありま
すが、とうふのお使
いというのは、昔も
今も経験者の子ども
が多いのではないでしょうか。
　ケンちゃんがスーパーでとうふを買っ
た帰り、お母さんからケータイに電話が
入り、「もう1丁お願い」と言われます。
友だちとの約束の時間が迫っていたケン
ちゃんに断られ、家にいた双子の妹たち
に頼むお母さん。張り切って遠くのおと
うふ屋さんまで出かけた二人ですが、「た
しか2丁って言ってたわよね」とそれぞ
れ2丁ずつ買ってしまいます。という具
合で、「もう1丁」のはずのとうふがどん
どん増えていく展開。愉快で、どこか懐
かしい感じがする絵本でした。（低・中学
年向き、1400円＋税）

『ふぶきのみちはふしぎのみち』（種村有
希子・作、アリス館）
　吹雪の朝、みち
るとお姉ちゃんが
学校へ向かいま
す。風に向かって
頭を下げて、「い
ち、に！」の後に
動物の名前を入れて掛け声をかけながら
歩く二人。「いち、に、しろくま」と言っ
たみちるの隣に、本当にしろくまが現れ
ます。あたりの空気が白くなる一瞬、秋
田出身の僕にはとてもよくわかる世界で
したが、そうした経験のない読者にも、
この不思議はあこがれをもって共有され

るに違いありません。（低・中学年向き、
1400円＋税）

『日本語オノマトペのえほん』（髙野紀子・
作、あすなろ書房）
　日本語はオノマト
ペが豊富というのは
よく言われることで
すが、普段わたした
ちが当たり前のよう
に使っている擬音語や擬態語が、場面ご
とに整理されます。例えば「いっぱい食
べる」のページでは、くんくん、ぱくぱく、
もりもり、ごくごく、ぺろり……という
ふうに、この見開きだけで24もの擬音・
擬態語が並んでいます。わたしたちの体
に染みついた言葉を再発見できる一冊で
した。（低学年から、1400円＋税）

低・中学年向け
『ココロ屋 つむぎのなやみ』（梨屋アリ

エ・作、菅野由貴子・絵、文研出版）
　3年生の教室での
「いまから五人か六人
のグループを作ってく
ださい」という、先生
の台詞から物語が始ま
ります。自分の班は4
人なので、仲良しのり
んちゃんに加わってもらおうと思ったつ
むぎでしたが、ちかこがりんちゃんを
誘ってしまい、結局つむぎは女の子は自
分だけという班になってしまいます。そ
の後もいくつかのことがあり、心穏やか
でないつむぎに、ひろきくんが自分が出
会ったココロ屋のことを教えてくれま
す。そこではココロを入れ替えてくれる
というのです。そして、みんなから誤解
され、廊下に飛び出したつむぎの前に現
れたタイヤのついた扉。ひろきくんが

言ったココロ屋でした。そこでつむぎは
「意地悪なココロ」に取り替えてもらいま
す。願いの通り、次々にちかこをやりこ
めることのできたつむぎでしたが……。
2012年に感想文コンクールの課題図書
になった『ココロ屋』の続編で、これを読
んだ子どもたちの話し合いが期待できそ
うです。（中学年以上向き、1300円＋税）

『おとうとのたからもの』（小手鞠るい・
作、すずきみほ・絵、岩崎書店）
　2年生のあおいは、
毎日学校が終わると、
保育園に弟の冬馬を迎
えに行きます。体育や
音楽は得意なあおいで
すが、国語は苦手、本
を読むのは大嫌いで
す。なのに冬馬は絵本が大好きで、自分
の名前も漢字で書けるのです。冬馬が熱
を出して休んだ日、学校から帰ったあお
いが様子を見ると、冬馬は一冊の絵本を
布団の中に入れています。試しにその絵
本を読み出したあおい、いつのまにか絵
本の世界に引き込まれていました。あお
いの両親は再婚同士という設定で、家族
のドラマが絡んでの、本との出会いの物
語でした。（低・中学年向き、1100円＋税）

高学年・中学生向け
『世界とキレル』（佐藤まどか・作、あすな

ろ書房）
　中学2年の舞は、い
とこの鏡花の誘いで、
夏休みに「森の家」で
3週間を過ごすことに
なります。いとことは
いえ、容姿も家庭環境
も対照的な二人。舞には思惑があり、そ
れは3週間の生活をSNSで発信すること

でした。難関中学に合格したものの、勉
強についていけない舞が、唯一一生懸命
になれるのが、架空の人格になっての発
信で、フォロワーは千人を越えています。
ところが、到着した途端、スマホを取り
上げられてしまいます。この人里離れた
施設に、それぞれに訳ありの7人の中学
生が集まって3週間を過ごすという、何
やら密室ミステリーのような設定です
が、舞にとって、スマホで外と繋がれな
いことは、まさに「世界とキレル」ことで
した。ついに“脱走”を試みる舞。失敗し
て戻ったあたりから、他の参加者との本
音の語り合いが始まっていきます。
　4人の男の子を含む7人の人物設定が
絶妙で、7人それぞれを応援したくなる
ような、うれしい読後感でした。（中学
生以上向き、1400円＋税）

『コヨーテのはなし　アメリカ先住民の
むかしばなし』（リー・ペック作、ヴァー
ジニア・リー・バートン絵、安藤紀子・訳、
徳間書店）
　私たちにはややなじ
みのないコヨーテです
が、アメリカ開拓で絶
滅した動物も少なくな
い中で、むしろ生育域
を広げていて、先住民
の民話の中でも、もっともかしこい動物
として扱われています。そんなコヨーテ
をめぐる民話集で、動物同士のいさかい
で知恵を発揮したりするだけでなく、人
間に火をもたらしたのもコヨーテだとさ
れています。イソップ的な寓話風の味わ
いの話から、神話的なスケールの物語と
幅広く、ユーモアの味つけもあります。
原書は1942年刊で、挿し絵は絵本『ちい
さいおうち』のバートンです。（中・高学
年以上向き、1800円＋税）

〈震災寄贈〉　10 月 21 日～ 11 月 20 日
　▼北海道　石屋製菓㈱　匿名希望▼岩手県　
石川貴子　㈲ニコニコ総合企業▼山形県　匿名
希望▼福島県　山川建一▼茨城県　石塚英和▼
群馬県　稲村千佳子　匿名希望▼埼玉県　石井
美帆　前田設備　匿名希望▼千葉県　片岡雅惠
　関田元子　井上太稀　匿名希望▼東京都　高
野優子　田中美代子　日本基督教教団小金井緑
町教会　パナソニックシステムソリューション
ズジャパン㈱　竈門炭次郎　伊藤千鶴子　近畿
日本ツーリスト労組　佐藤美也子　住友不動産
建物サービス㈱　髙木則子▼神奈川県　阿南あ
やめ　なかまゆ　円蔵中学校　遠藤玲子▼新潟
県　波田渚▼富山県　銀の車輪▼石川県　新田
　匿名希望▼岐阜県　AIR オートクラブ岐阜支
部　岐阜県 JA ビジネスサポート㈱▼愛知県　
加藤　加藤聖美　加藤純子　竹内勝治▼三重県
　四日市市立保々中学校▼大阪府　青梨さやか
　百島基　中村めぐみ　西日本高速道路エンジ
ニアリング関西㈱　野田幸寛▼兵庫県　新井東
寿　舟橋順子▼奈良県　宮崎新嗣▼和歌山県　
谷祐輝　松尾あい▼広島県　安達敬子　糸谷織
秀 ( しほ ) ▼山口県　匿名希望▼高知県　大源
▼福岡県　安楽くるみ　沖村雅代　南当仁小学
校▼　ふなこと有志一同▼無記名＝ 20件

〈一般寄贈〉　10 月 21 日～ 11 月 20 日
　▼北海道　渋谷シヅエ　士別ベルマークの会
　トヨタ自動車北海道㈱　美唄消費者協会　道

藤信代　坂東恵美▼宮城県　星昭一　佐藤純英
▼秋田県　鈴木薫▼福島県　匿名希望▼茨城県
　㈱コスモテック東日本事業部つくば事業所　
匿名希望▼埼玉県　朝日新聞 ASA 小手指・狭
山ヶ丘　岩田雄三　田嶋康恵　村田圭　藪陽一
　若井礼子　斉藤昭雄　山中優貴　内藤美子
▼千葉県　内堀由己子　武井友実　廣瀬茂雄　
藤沢和子　増渕智美　山﨑朋絵　井上太稀　松
本佐知子▼東京都　浅野治代　池田智弘　市
野容子　㈱大塚商会　㈱学研プロダクツサポー
ト　㈱グリーンハウス花王すみだ事業場営業所
　蒲多恵子　鈴木弘美　瀬畑育子　田崎智子　
太刀川忠良　田中直美　寺田真人　徳持小学校
PTA　小寺洋子　J ＆ J 愛をささやく　市川佳
世子　乙部祐子　小泉裕美子　茂内真祐美　白
根　住商アグロインターナショナル㈱　タナカ
ダテヒデノリ　棚田千恵子　東京海上日動ファ
イナンス㈱　日本生命保険相互会社首都圏財務
部　福井翼　堀川貴人　馬込第二小学校ベルマ
ーク担当　湯本洵子　㈱パワー社　寺田真人　
林比子　匿名希望▼神奈川県　世界平和統一家
庭連合宮崎台家庭教会　よしだ　吉田恵　吉田
文子　Curves 井細田　長崎文子　石黒琢一郎
　小笠原綾子　寺坂登美子　根本京子　能藤由
貴▼新潟県　パナソニックライフソリューショ
ンズ労組新潟支部　NPO 法人ひまわりクラブ
　佐野節子　地域密着型複合施設わしま　古川
みゆき▼富山県　大村政人▼石川県　アイスタ
ー商事代理店山本か乃子▼長野県　原田さおり

▼岐阜県　奥原たかし　美濃加茂学園中学高等
学校▼静岡県　佐野友美　ねこババあ　畠中将
也　上田浩晶　齊藤敏子　匿名希望▼愛知県　
川崎みゆき　木村豊子　齋藤丸枝　田生みほ子
　梶原和美　( 一社 ) 安心安全インターネット
塾　㈱伸和　坂本健　佐橋　竹内勝治　中村誠
　日本ロード・メンテナンス㈱尾張道路清掃作
業　牧野静代▼三重県　岡田夏海　平井▼滋賀
県　小林雷希　野々口英一▼京都府　井手迫美
恵　下川美加子▼大阪府　大西祐子　ジブラル
タ生命保険㈱なんば支社　大和ハウス工業㈱大
阪北集合住宅営業所　藤原かおる　片平幸子　
匿名希望▼兵庫県　田口友紀子　CGMボラン
ティア神戸　渕上文乃▼奈良県　匿名希望▼和
歌山県　石井素子▼岡山県　大塚泰弘　奥西恭
子　草加奈苗　鳥越多美子　アイスター商事代
理店河原美恵子▼広島県　金田絵梨　幸千中学
校▼山口県　福島ゆかり　匿名希望▼香川県　
中村町子　八尾麻由▼愛媛県　匿名希望▼福岡
県　九州労働金庫労組本部支部　武田綾奈　船
越睦子　浅川中学校　匿名希望▼熊本県　松永
健二しのぶ▼大分県　井上義雄　石堂泰史　上
坂美千代▼宮崎県　中原真理恵▼沖縄県　大韓
民国民団沖縄県地方本部▼　気まぐれうさ子▼
無記名＝ 38件

〈友愛援助申し込み〉11 月 1 日～ 11 月 30 日
　◆北海道　枝幸小（枝幸町）◆宮城県　通町
小（仙台市青葉区）◆秋田県　東由利小（由利

本荘市）◆埼玉県　木崎小（さいたま市浦和区
）　潮止小（八潮市）◆千葉県　萬歳小（旭市）
◆東京都　平久小（江東区）　桜丘中（世田谷
区）　多聞小（世田谷区）　綾瀬小（足立区）◆
神奈川県　セント・メリー幼稚園（横浜市保土
ヶ谷区）　開成小（開成町）◆新潟県　大蒲原
小（五泉市）◆岐阜県　サニーサイドインター
ナショナルスクール（岐阜市）　大垣桜高（大
垣市）　小坂小（下呂市）◆静岡県　県立天竜
高春野校舎（浜松市天竜区）◆愛知県　蒲郡市
形原公民館（蒲郡市）　童子山こども園（豊田
市）◆京都府　新舞鶴小（舞鶴市）◆兵庫県　
高丘中（明石市）　口吉川小（三木市）◆奈良
県　富雄南小（奈良市）◆福岡県　黒畑小（北
九州市八幡西区）　宇美東中（宇美町）◆佐賀
県　佐賀大（佐賀市）◆大分県　宇佐中（宇佐
市）◆沖縄県　小禄小（那覇市）

〈友愛援助申し込み・豪雨災害被災分〉11 月１
日～ 11 月 30 日
　◆島根県　鰐淵小（出雲市）◆熊本県　二岡
中（熊本市東区）

12 月　北澤勉

児童文学評論家・藤田のぼる

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト（敬称略）

寄付してくださった方


