
　　　　　　　　ベルマーク4月第3週（4/11～4/17）受付

　　　　　　　　【都道府県】　 【市】　　　　　  【区町村】　 　　【参加団体】　　　　　　　　　　　　　 　 【受付日】

北海道 札幌市 清田区 北海道朝鮮初中高級学校 20210413
北海道 旭川市 末広北小学校 20210412
青森県 青森市 東陽小学校 20210412
岩手県 釜石市 釜石中学校 20210412
宮城県 仙台市 宮城野区 東仙台小学校 20210413
宮城県 柴田町 東船岡小学校 20210414
宮城県 七ケ宿町 西山学院高等学校 20210414
山形県 天童市 山口児童クラブなでしこ 20210414
山形県 山形市 山形市立第八小学校 20210414

茨城県 つくば市
社会福祉法人幸樹会
にじいろ保育園

20210413

茨城県 阿見町 舟島小学校 20210415
栃木県 宇都宮市 YurikagoKidsNurserySchool 20210412
栃木県 宇都宮市 雀宮中央小学校 20210415
栃木県 宇都宮市 陽東小学校 20210415
栃木県 那須塩原市 西那須野中学校 20210412
栃木県 宇都宮市 雀宮中学校 20210412
群馬県 桐生市 菱小学校 20210414
埼玉県 川口市 西川口幼稚園 20210412
埼玉県 さいたま市 浦和区 北浦和小学校 20210414
埼玉県 さいたま市 浦和区 仲町小学校 20210412
埼玉県 さいたま市 緑区 尾間木小学校 20210412
埼玉県 さいたま市 大宮区 大宮北小学校 20210412
埼玉県 久喜市 栗橋南小学校 20210413
埼玉県 さいたま市 西区 土屋中学校 20210413
千葉県 成田市 聖徳大学附属成田幼稚園 20210415
千葉県 船橋市 西海神小学校 20210414
東京都 大田区 白百合幼稚園白百合会 20210413
東京都 葛飾区 新小岩ちぐさ幼稚園 20210412
東京都 小平市 たかのだい幼稚園 20210414
東京都 八王子市 第九小学校 20210413
東京都 八王子市 由木中央小学校 20210414
東京都 大田区 池雪小学校 20210412
東京都 東村山市 秋津東小学校 20210415
東京都 八王子市 陶鎔小学校 20210412
東京都 北区 滝野川第四小学校 20210412
東京都 北区 滝野川第四小学校 20210412
東京都 大田区 馬込小学校 20210414
東京都 福生市 福生第六小学校 20210412
東京都 文京区 根津小学校 20210412
東京都 八王子市 長沼小学校 20210412
東京都 大田区 南六郷小学校 20210412
東京都 大田区 南六郷小学校 20210412
東京都 文京区 桜蔭学園 20210412
神奈川県 三浦市 名向小学校 20210415
神奈川県 横須賀市 津久井小学校 20210412
神奈川県 綾瀬市 落合小学校 20210412
神奈川県 藤沢市 六会小学校 20210412
神奈川県 茅ケ崎市 西浜小学校 20210412
神奈川県 茅ケ崎市 円蔵小学校 20210412
神奈川県 横浜市 南区 平楽中学校 20210412
神奈川県 横浜市 南区 平楽中学校 20210412
神奈川県 川崎市 高津区 東高津中学校 20210413
新潟県 新潟市 東区 東山の下小学校 20210415
新潟県 上越市 春日小学校 20210412
富山県 黒部市 さくら幼稚園 20210412
石川県 小松市 荒屋小学校 20210415
福井県 小浜市 若狭高等学校 20210415
長野県 佐久市 臼田保育園 20210413
長野県 佐久市 平根小学校 20210412
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長野県 長野市 長野俊英高等学校 20210413
岐阜県 羽島市 児童デイサービス　かみなりくん 20210413
静岡県 御殿場市 森之腰幼稚園 20210413
静岡県 菊川市 小笠北幼稚園 20210412
静岡県 三島市 大場幼稚園 20210413
静岡県 浜松市 中区 富塚小学校 20210415
静岡県 富士宮市 大富士小学校 20210413
愛知県 名古屋市 昭和区 白金保育園 20210413
愛知県 岡崎市 岡崎平和学園 20210415
愛知県 豊橋市 豊橋市立くすのき特別支援学校 20210415
愛知県 名古屋市 緑区 太子小学校 20210414
愛知県 名古屋市 中村区 名古屋朝鮮初級学校 20210415
三重県 鈴鹿市 杉の子特別支援学校 20210412
三重県 紀宝町 相野谷小学校 20210413
三重県 伊勢市 上野小学校 20210414
京都府 与謝野町 加悦聖三一幼稚園 20210413
京都府 京都市 伏見区 石田幼稚園 20210412
京都府 京都市 下京区 下京渉成小学校 20210415
京都府 福知山市 日新中学校 20210414

大阪府 泉大津市
社会医療法人生長会
府中病院附属きらら保育所

20210412

大阪府 豊中市 東丘小学校 20210414
大阪府 堺市 南区 御池台小学校 20210412
大阪府 門真市 五月田小学校 20210414
兵庫県 相生市 あおば幼稚園 20210414
兵庫県 明石市 第２なすみ保育所 20210414
兵庫県 加古川市 日岡保育園 20210413
奈良県 高取町 たかむち小学校 20210413
和歌山県 かつらぎ町 聖心幼稚園 20210413
和歌山県 和歌山市 さつきこども園 20210414
和歌山県 田辺市 田辺第三小学校 20210415
和歌山県 和歌山市 藤戸台小学校 20210412
島根県 雲南市 木次中学校 20210414
広島県 呉市 昭和西小学校 20210414
広島県 尾道市 高須小学校 20210414
広島県 海田町 海田小学校 20210412
広島県 広島市 佐伯区 河内小学校 20210414
山口県 光市 三井小学校 20210412

山口県 山口市
山口大学教育学部附属
特別支援学校

20210412

山口県 下松市 末武中学校 20210412
徳島県 徳島市 応神小学校 20210413
徳島県 吉野川市 森山小学校 20210413
香川県 高松市 仏生山小学校 20210414
香川県 高松市 屋島小学校 20210412
愛媛県 上島町 弓削中学校 20210413
福岡県 直方市 西徳寺保育園 20210412
福岡県 田川市 大薮小学校 20210412
福岡県 北九州市 門司区 門司ケ関学園 20210414
福岡県 八女市 上妻小学校 20210414
福岡県 大木町 大莞小学校 20210414
福岡県 水巻町 頃末小学校 20210412
長崎県 南島原市 野田小学校 20210415
熊本県 水上村 湯山小学校 20210415
鹿児島県 日置市 清光保育園 20210414
鹿児島県 鹿児島市 星峯東小学校 20210413
鹿児島県 鹿児島市 長田中学校 20210412
鹿児島県 天城町 北中学校 20210412
沖縄県 石垣市 海星小学校 20210412
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