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北海道 札幌市北区 札幌三育幼稚園 2021/9/14
札幌市北区 札幌三育幼稚園 2021/9/16
札幌市白石区 平和通小学校 2021/9/16
札幌市西区 発寒東小学校 2021/9/16
札幌市厚別区 新札幌わかば小学校 2021/9/16
旭川市 旭川東光幼稚園 2021/9/14
帯広市 帯広第二中学校 2021/9/16
士別市 上士別保育園 2021/9/16
礼文郡礼文町 船泊小学校 2021/9/14

青森県 弘前市 北小学校 2021/9/14
八戸市 柏崎小学校 2021/9/14
下北郡大間町 大間小学校 2021/9/16

岩手県 盛岡市 城北小学校 2021/9/14
宮城県 仙台市太白区 人来田小学校 2021/9/14

大崎市 古川第三小学校 2021/9/16
大崎市 古川第四小学校 2021/9/14

秋田県 秋田市 高清水小学校 2021/9/14
山形県 米沢市 松川小学校 2021/9/14
福島県 福島市 福島大学附属小学校 2021/9/16

福島市 湯野小学校 2021/9/14
郡山市 大島小学校 2021/9/14
いわき市 入遠野小学校 2021/9/14

茨城県 日立市 金沢小学校 2021/9/14
日立市 田尻小学校 2021/9/14
土浦市 都和小学校 2021/9/16
下妻市 認定こども園　ふたば文化 2021/9/16
北茨城市 関南小学校 2021/9/16
牛久市 牛久小学校 2021/9/16
つくば市 さくら学園保育園 2021/9/14
つくば市 竹園西小学校 2021/9/16
鹿嶋市 認定こども園こじか 2021/9/14
つくばみらい市 谷和原中学校 2021/9/16

栃木県 宇都宮市 富屋小学校 2021/9/14
宇都宮市 峰小学校 2021/9/14
宇都宮市 昭和小学校 2021/9/14
栃木市 バンビ幼稚園 2021/9/14
那須烏山市 栃木県立南那須特別支援学校 2021/9/14

群馬県 前橋市 たんぽぽ学園 2021/9/16
前橋市 支援学校若葉高等学園 2021/9/14
前橋市 支援学校若葉高等学園 2021/9/14
高崎市 堤ヶ岡幼稚園 2021/9/14
太田市 第二ひかり幼稚園 2021/9/14
邑楽郡大泉町 エンゼル保育園 2021/9/14

埼玉県 さいたま市大宮区 大宮東小学校 2021/9/16
さいたま市大宮区 第二東中学校 2021/9/14
さいたま市南区 南浦和中学校 2021/9/14
川越市 川越小学校 2021/9/16
熊谷市 熊谷東小学校 2021/9/14
所沢市 西富小学校 2021/9/14
深谷市 深谷小学校 2021/9/14
上尾市 上平小学校 2021/9/14
越谷市 桜井小学校 2021/9/14
入間市 若杉幼稚園 2021/9/16
新座市 新開小学校 2021/9/14
久喜市 江面小学校 2021/9/16
八潮市 大原小学校 2021/9/16
蓮田市 黒浜南小学校 2021/9/16
白岡市 白岡天使幼稚園 2021/9/16
比企郡鳩山町 今宿小学校 2021/9/14
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千葉県 千葉市花見川区 西小中台小学校 2021/9/14
千葉市稲毛区 稲丘小学校 2021/9/14
千葉市若葉区 千城台東小学校 2021/9/14
千葉市緑区 おゆみ野南小学校 2021/9/16
千葉市美浜区 高洲小学校 2021/9/14
市川市 真間小学校 2021/9/14
船橋市 葛飾小学校 2021/9/16
船橋市 法典東小学校 2021/9/16
船橋市 高根東小学校 2021/9/14
船橋市 坪井小学校 2021/9/14
松戸市 新松戸南小学校 2021/9/14
佐倉市 南志津小学校 2021/9/14
佐倉市 佐倉東小学校 2021/9/16
東金市 県立東金特別支援学校 2021/9/14
東金市 東小学校 2021/9/16
習志野市 袖ケ浦東小学校 2021/9/14
柏市 旭東小学校 2021/9/16
柏市 大津ケ丘第一小学校 2021/9/16
柏市 田中小学校 2021/9/14
市原市 有秋東小学校 2021/9/16
市原市 白幡小学校 2021/9/14
流山市 西初石小学校 2021/9/14
八千代市 八千代台東小学校 2021/9/16
八千代市 米本小学校 2021/9/14
鎌ケ谷市 南部小学校 2021/9/14
君津市 周西南中学校 2021/9/14
白井市 七次台小学校 2021/9/14
大網白里市 白里小学校 2021/9/16

東京都 中央区 豊海幼稚園 2021/9/14
墨田区 外手小学校 2021/9/16
江東区 浅間竪川小学校 2021/9/16
品川区 中延小学校 2021/9/14
目黒区 上目黒小学校 2021/9/14
大田区 中萩中小学校 2021/9/14
豊島区 駒込小学校 2021/9/16
北区 西浮間小学校 2021/9/16
北区 第四岩淵小学校 2021/9/14
北区 赤羽台西小学校 2021/9/16
練馬区 大泉幼稚園 2021/9/14
練馬区 北町小学校 2021/9/16
練馬区 中村西小学校 2021/9/16
練馬区 光が丘夏の雲小学校 2021/9/14
八王子市 聖公会八王子幼稚園 2021/9/14
立川市 新生小学校 2021/9/16
立川市 立川第一中学校 2021/9/16
三鷹市 第六小学校 2021/9/14
三鷹市 羽沢小学校 2021/9/14
府中市 白糸台小学校 2021/9/14
昭島市 玉川小学校 2021/9/14
町田市 町田第一小学校 2021/9/14
町田市 成瀬台小学校 2021/9/16
町田市 つくし野小学校 2021/9/16
小平市 小平第九小学校 2021/9/14
国分寺市 国分寺市立第九小学校 2021/9/14
国立市 国立学園小学校 2021/9/14
国立市 国立第四小学校 2021/9/14
多摩市 鶴牧中学校 2021/9/14
西東京市 みどりが丘保谷幼稚園 2021/9/14
小笠原村 小笠原小･中学校 2021/9/14
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神奈川県 横浜市西区 戸部小学校 2021/9/14
横浜市南区 大岡小学校 2021/9/16
横浜市金沢区 六浦中学校 2021/9/14
横浜市港北区 大綱中学校 2021/9/16
横浜市戸塚区 境木小学校 2021/9/16
横浜市港南区 かもめ幼稚園 2021/9/14
横浜市旭区 和田学園柏幼稚園 2021/9/16
横浜市瀬谷区 大門小学校 2021/9/16
川崎市幸区 東小倉小学校 2021/9/16
川崎市宮前区 向丘小学校 2021/9/14
川崎市麻生区 岡上小学校 2021/9/16
相模原市南区 若松小学校 2021/9/16
相模原市南区 南大野小学校 2021/9/16
相模原市南区 大野台中央小学校 2021/9/14
相模原市南区 くぬぎ台小学校 2021/9/14
横須賀市 城北小学校 2021/9/14
横須賀市 森崎小学校 2021/9/16
鎌倉市 御成小学校 2021/9/16
小田原市 みゆき愛児園 2021/9/14
茅ケ崎市 小和田小学校 2021/9/16
厚木市 清水小学校 2021/9/14

新潟県 長岡市 太田中学校 2021/9/14
三条市 須頃小学校 2021/9/16
小千谷市 小千谷小学校 2021/9/14
小千谷市 小千谷小学校 2021/9/14
上越市 国府小学校 2021/9/14

富山県 富山市 双葉保育所 2021/9/16
富山市 西田地方保育園 2021/9/16
富山市 はりはら保育園 2021/9/16
富山市 リンデ幼稚園 2021/9/14
高岡市 成美小学校 2021/9/16

石川県 七尾市 七尾東部中学校 2021/9/16
白山市 鶴来第二幼稚園 2021/9/16

長野県 長野市 朝陽小学校 2021/9/14
松本市 松本蟻ヶ崎高等学校 2021/9/14
須坂市 高甫小学校 2021/9/16
塩尻市 塩尻中学校 2021/9/16
安曇野市 三郷小学校 2021/9/16

岐阜県 岐阜市 ほんごう幼稚園 2021/9/16
岐阜市 黒野小学校 2021/9/14
羽島市 はしま西幼稚園 2021/9/16
郡上市 相生小学校 2021/9/14
郡上市 和良小学校 2021/9/14

静岡県 静岡市清水区 蒲原学園幼稚園 2021/9/14
静岡市清水区 清水高部小学校 2021/9/14
浜松市中区 広沢小学校 2021/9/16
富士宮市 にしふじのみや幼稚園 2021/9/14
磐田市 富士見幼稚園 2021/9/16
賀茂郡松崎町 松崎幼稚園 2021/9/14

愛知県 名古屋市港区 稲永小学校 2021/9/14
豊橋市 芦原小学校 2021/9/14
豊橋市 南陽中学校 2021/9/16
岡崎市 竹の子幼稚園 2021/9/14
春日井市 高蔵寺幼稚園 2021/9/16
春日井市 たんぽぽの風 2021/9/16
豊川市 ひかり保育園 2021/9/14
津島市 津島市立北小学校 2021/9/14
津島市 暁中学校 2021/9/14
豊田市 井郷中学校 2021/9/16
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愛知県 西尾市 西尾中学校 2021/9/16
常滑市 常滑大和幼稚園 2021/9/14
江南市 布袋小学校 2021/9/16
大府市 大府小学校 2021/9/16
高浜市 翼小学校 2021/9/14
知多郡武豊町 富貴中学校 2021/9/16

三重県 桑名市 精義小学校 2021/9/16
桑名市 正和中学校 2021/9/14
鈴鹿市 白子小学校 2021/9/16

滋賀県 大津市 富士見小学校 2021/9/16
大津市 青山中学校 2021/9/14
彦根市 彦根幼稚園 2021/9/14
草津市 草津第二小学校 2021/9/16
甲賀市 貴生川小学校 2021/9/16
湖南市 三雲小学校 2021/9/14
東近江市 山上小学校 2021/9/14
米原市 大東中学校 2021/9/16
米原市 柏原生涯学習センター 2021/9/14

京都府 京都市左京区 第三錦林小学校 2021/9/14
京丹後市 いさなご小学校 2021/9/16

大阪府 大阪市福島区 鷺洲小学校 2021/9/14
大阪市阿倍野区 常盤小学校 2021/9/16
大阪市住吉区 遠里小野小学校 2021/9/14
大阪市東住吉区 桑津小学校 2021/9/16
大阪市淀川区 木川幼稚園 2021/9/16
大阪市淀川区 北中島小学校 2021/9/14
大阪市中央区 中央小学校 2021/9/16
堺市南区 認定こども園たけしろ幼稚園 2021/9/14
豊中市 南丘小学校 2021/9/16
豊中市 豊中市立第三中学校 2021/9/16
豊中市 豊中市立第十四中学校 2021/9/16
池田市 石橋南小学校 2021/9/16

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

2021/9/14

高槻市 土室小学校 2021/9/14
貝塚市 二色小学校 2021/9/14
守口市 三郷幼稚園 2021/9/14
守口市 金田幼稚園 2021/9/16
枚方市 五常小学校 2021/9/14
泉佐野市 真曜学園　安松幼稚園 2021/9/16
寝屋川市 点野小学校 2021/9/14
松原市 松原小学校 2021/9/16
箕面市 西南小学校 2021/9/16
箕面市 北小学校 2021/9/14
箕面市 彩都の丘学園 2021/9/16
羽曳野市 埴生南小学校 2021/9/16
摂津市 鳥飼西小学校 2021/9/14
東大阪市 生駒学園 2021/9/14
東大阪市 長瀬北小学校 2021/9/14
大阪狭山市 東幼稚園 2021/9/14

兵庫県 神戸市東灘区 御影北小学校 2021/9/14
神戸市東灘区 本庄中学校 2021/9/16
神戸市灘区 福住小学校 2021/9/16
神戸市垂水区 千代が丘小学校 2021/9/14
神戸市垂水区 舞子中学校 2021/9/16
神戸市北区 谷上小学校 2021/9/16
神戸市北区 北神戸中学校 2021/9/16
神戸市北区 有野中学校 2021/9/14
姫路市 別所小学校 2021/9/14
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兵庫県 姫路市 安室東小学校 2021/9/14
尼崎市 常光寺幼稚園 2021/9/16
明石市 沢池幼稚園 2021/9/14
加古川市 平岡北小学校 2021/9/16
加古川市 平岡南小学校 2021/9/14
西脇市 重春小学校 2021/9/14
川西市 牧の台小学校 2021/9/14
淡路市 北淡認定こども園 2021/9/14
淡路市 仮屋保育所 2021/9/14

奈良県 奈良市 近畿大学附属幼稚園 2021/9/16
奈良市 かかしの会 2021/9/14
山辺郡山添村 やまぞえ小学校 2021/9/16
生駒郡斑鳩町 斑鳩幼稚園 2021/9/14
高市郡高取町 高取幼稚園 2021/9/16
北葛城郡王寺町 王寺工業高等学校 2021/9/14

和歌山県 和歌山市 野崎西小学校 2021/9/14
橋本市 清水小学校 2021/9/14

島根県 松江市 川津幼稚園 2021/9/14
岡山県 岡山市北区 高松中学校 2021/9/14

岡山市北区 岡山に夜間中学校をつくる会 2021/9/14
岡山市東区 可知小学校 2021/9/14
倉敷市 連島北小学校 2021/9/14
笠岡市 金浦中学校 2021/9/14
瀬戸内市 福田保育園 2021/9/14

広島県 広島市中区 舟入小学校 2021/9/14
広島市中区 本川小学校 2021/9/16
広島市東区 牛田新町小学校 2021/9/14
三原市 沼田小学校 2021/9/14
福山市 坪生保育所 2021/9/14
福山市 蔵王小学校 2021/9/14
東広島市 中黒瀬小学校 2021/9/16
廿日市市 広島西こども発達支援センターくれよん 2021/9/14

山口県 岩国市 灘小学校 2021/9/16
柳井市 ルンビニ保育園 2021/9/14
山陽小野田市 須恵小学校 2021/9/14

徳島県 鳴門市 撫養小学校 2021/9/14
香川県 高松市 鶴尾小学校 2021/9/14

丸亀市 ひつじヶ丘保育園 2021/9/16
愛媛県 松山市 木の実幼稚園 2021/9/16

新居浜市 高津小学校 2021/9/14
高知県 高知市 潮江小学校 2021/9/16

南国市 大篠小学校 2021/9/14
四万十市 東山小学校 2021/9/14
幡多郡黒潮町 拳ノ川小学校 2021/9/16

福岡県 北九州市若松区 北九州市立小池特別支援学校 2021/9/14
福岡市博多区 席田幼稚園 2021/9/14
福岡市南区 老司小学校 2021/9/14
筑紫野市 原田小学校 2021/9/14
春日市 宝幼稚園 2021/9/16
宗像市 福岡教育大学附属幼稚園 2021/9/14
築上郡築上町 築城中学校 2021/9/16

佐賀県 佐賀市 鍋島中学校 2021/9/16
長崎県 長崎市 大園小学校 2021/9/14

佐世保市 黒髪小学校 2021/9/16
佐世保市 木風小学校 2021/9/16
大村市 三城小学校 2021/9/14
対馬市 比田勝小学校 2021/9/14
西海市 西海小学校 2021/9/16
西彼杵郡長与町 上長与こども園 2021/9/16

5



　　　　　　　ベルマーク2021年９月第３週（９/13～９/19）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】
熊本県 熊本市北区 吉松小学校 2021/9/14

球磨郡水上村 湯山小学校 2021/9/14
大分県 大分市 坂ノ市中学校 2021/9/14

別府市 亀川小学校 2021/9/16
臼杵市 認定こども園カトリック臼杵幼稚園 2021/9/14
玖珠郡九重町 野上小学校 2021/9/14

宮崎県 都城市 祝吉小学校 2021/9/16
日向市 財光寺小学校 2021/9/16

鹿児島県 鹿児島市 宮川幼稚園 2021/9/16
薩摩川内市 新田学園みくに幼稚園 2021/9/16

沖縄県 沖縄市 美東小学校 2021/9/16

ありがとうございました！
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