
　　　　　　　ベルマーク2022年２月第３週（２/14～２/20）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 札幌市北区 白楊幼稚園 2022/2/18
札幌市東区 札苗緑小学校 2022/2/17
札幌市白石区 南郷札幌幼稚園 2022/2/15
札幌市清田区 平岡中央小学校 2022/2/17
旭川市 旭川天使幼稚園 2022/2/15
帯広市 大空小学校 2022/2/14
帯広市 啓西小学校 2022/2/16
江別市 文京台小学校 2022/2/15
千歳市 くるみ幼稚園 2022/2/15

青森県 青森市 小柳小学校 2022/2/18
青森市 浜館小学校 2022/2/14
弘前市 桔梗野小学校 2022/2/14
八戸市 町畑小学校 2022/2/17
八戸市 江南小学校 2022/2/15
八戸市 白山台小学校 2022/2/18
三戸郡五戸町 五戸小学校 2022/2/15

岩手県 宮古市 鍬ケ崎小学校 2022/2/18
紫波郡矢巾町 煙山小学校 2022/2/15

宮城県 仙台市青葉区 北仙台小学校 2022/2/17
仙台市青葉区 錦ヶ丘小学校 2022/2/18
仙台市宮城野区 榴岡小学校 2022/2/18
仙台市若林区 荒井小学校 2022/2/16
仙台市太白区 金剛沢小学校 2022/2/16
多賀城市 東北学院幼稚園 2022/2/15

秋田県 秋田市 外旭川小学校 2022/2/18
山形県 鶴岡市 みどり幼稚園 2022/2/16

鶴岡市 朝暘第四小学校 2022/2/15
福島県 福島市 水保小学校 2022/2/15

会津若松市 行仁小学校 2022/2/14
郡山市 あぶくま支援学校 2022/2/14
いわき市 川部小学校 2022/2/15
いわき市 長倉小学校 2022/2/18
いわき市 高坂小学校 2022/2/14

茨城県 水戸市 石川小学校 2022/2/16
日立市 助川小学校 2022/2/17
古河市 小堤小学校 2022/2/15
石岡市 石岡中学校 2022/2/14
龍ケ崎市 久保台小学校 2022/2/15
取手市 取手西小学校 2022/2/17

栃木県 宇都宮市 桜小学校 2022/2/17
宇都宮市 豊郷中央小学校 2022/2/14
宇都宮市 岡本北小学校 2022/2/17
小山市 認定こども園栗の実 2022/2/17
那須烏山市 社会福祉法人大和久学園 2022/2/15

群馬県 前橋市 粕川保育所 2022/2/14
前橋市 群馬県立聾学校 2022/2/15
前橋市 新田小学校 2022/2/15
高崎市 おひさま倉賀野保育園 2022/2/14

埼玉県 さいたま市北区 宮原小学校 2022/2/18
さいたま市北区 つばさ小学校 2022/2/14
さいたま市南区 南浦和中学校 2022/2/17
熊谷市 熊谷西小学校 2022/2/15
川口市 安行東小学校 2022/2/15
川口市 里小学校 2022/2/17
加須市 三俣小学校 2022/2/16
春日部市 上沖小学校 2022/2/17
春日部市 東中学校 2022/2/15
羽生市 西中学校 2022/2/15
鴻巣市 松原小学校 2022/2/16
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埼玉県 新座市 栄小学校 2022/2/18
坂戸市 かぴら幼稚園 2022/2/18
幸手市 さくら小学校 2022/2/15
ふじみ野市 鶴ケ丘小学校 2022/2/15
北葛飾郡松伏町 金杉小学校 2022/2/14

千葉県 千葉市花見川区 長作小学校 2022/2/18
千葉市美浜区 高浜海浜小学校 2022/2/15
市川市 ソフィア幼稚園 2022/2/18
市川市 稲荷木小学校 2022/2/17
船橋市 峰台小学校 2022/2/14
船橋市 二宮小学校 2022/2/18
館山市 館山小学校 2022/2/17
木更津市 岩根こども園 2022/2/17
松戸市 根木内小学校 2022/2/15
松戸市 相模台小学校 2022/2/17
松戸市 河原塚小学校 2022/2/16
松戸市 新松戸南小学校 2022/2/18
松戸市 高木小学校 2022/2/17
松戸市 矢切特別支援学校 2022/2/17
佐倉市 間野台小学校 2022/2/18
習志野市 東習志野小学校 2022/2/17
柏市 土小学校 2022/2/18
柏市 富勢西小学校 2022/2/17
柏市 柏第二中学校 2022/2/14
八千代市 高津幼稚園 2022/2/16
八千代市 大和田小学校 2022/2/18
我孫子市 我孫子第四小学校 2022/2/17
鎌ケ谷市 西部小学校 2022/2/15
鎌ケ谷市 北部小学校 2022/2/14
浦安市 若草認定こども園 2022/2/15
印西市 西の原中学校 2022/2/17
長生郡一宮町 県立長生特別支援学校 2022/2/17
長生郡長南町 長生学園幼稚園 2022/2/16
安房郡鋸南町 鋸南小学校 2022/2/17

東京都 千代田区 お茶の水幼稚園 2022/2/18
新宿区 あいじつ子ども園 2022/2/15
新宿区 戸塚第三小学校 2022/2/15
品川区 八潮幼稚園 2022/2/17
目黒区 東山小学校 2022/2/15
大田区 子どもの家保育園 2022/2/15
大田区 大森第三小学校 2022/2/15
世田谷区 山崎小学校 2022/2/15
中野区 みなみの小学校 2022/2/17
杉並区 三谷小学校 2022/2/17
豊島区 高松小学校 2022/2/17
北区 木内鳩の家幼稚園 2022/2/15
板橋区 志村第五中学校 2022/2/16
練馬区 北町小学校 2022/2/14
足立区 舎人小学校 2022/2/14
江戸川区 鹿骨東小学校 2022/2/17
八王子市 すぎな愛育園 2022/2/18
八王子市 第一小学校 2022/2/16
八王子市 城山中学校 2022/2/14
立川市 大山小学校 2022/2/15
町田市 南第三小学校 2022/2/14
東村山市 化成小学校 2022/2/17
国分寺市 国分寺市立第八小学校 2022/2/17
多摩市 多摩第二小学校 2022/2/17
多摩市 永山小学校 2022/2/14
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東京都 多摩市 瓜生小学校 2022/2/18
八丈島八丈町 若草保育園 2022/2/14

神奈川県 横浜市鶴見区 新鶴見小学校 2022/2/14
横浜市神奈川区 二谷小学校 2022/2/14
横浜市神奈川区 中丸小学校 2022/2/14
横浜市西区 西前小学校 2022/2/15
横浜市中区 横浜訓盲学院 2022/2/15
横浜市保土ケ谷区 上菅田笹の丘小学校 2022/2/17
横浜市保土ケ谷区 権太坂小学校 2022/2/14
横浜市磯子区 滝頭小学校 2022/2/14
横浜市金沢区 関東学院六浦小学校 2022/2/15
横浜市港北区 駒林小学校 2022/2/15
横浜市港北区 北綱島小学校 2022/2/16
横浜市港南区 港南台第三小学校 2022/2/17
横浜市旭区 さちが丘小学校 2022/2/17
横浜市緑区 長津田小学校 2022/2/16
横浜市瀬谷区 大門小学校 2022/2/14
横浜市瀬谷区 瀬谷さくら小学校 2022/2/15
横浜市泉区 中田小学校 2022/2/14
川崎市中原区 下河原小学校 2022/2/18
川崎市中原区 苅宿小学校 2022/2/18
川崎市中原区 玉川小学校 2022/2/15
川崎市多摩区 東菅小学校 2022/2/18
川崎市多摩区 菅中学校 2022/2/18
川崎市宮前区 宮前平小学校 2022/2/15
川崎市麻生区 片平小学校 2022/2/16
横須賀市 鴨居幼稚園 2022/2/17
平塚市 城島小学校 2022/2/14
平塚市 山下小学校 2022/2/15
鎌倉市 西鎌倉小学校 2022/2/18
鎌倉市 清泉女学院中学高等学校 2022/2/18
藤沢市 ふじがおか第二幼稚園 2022/2/14
藤沢市 藤沢若葉幼稚園 2022/2/18
藤沢市 高谷小学校 2022/2/15
小田原市 国府津中学校 2022/2/14
逗子市 小坪小学校 2022/2/18
秦野市 東中学校 2022/2/14
大和市 大和東小学校 2022/2/14
綾瀬市 綾北小学校 2022/2/18

新潟県 新潟市東区 大形小学校 2022/2/15
新潟市西区 小瀬小学校 2022/2/15
長岡市 寺泊中学校 2022/2/18
村上市 村上中等教育学校 2022/2/17
阿賀野市 笹神中学校 2022/2/15
南蒲原郡田上町 田上いずみルーテル幼稚園 2022/2/14

富山県 富山市 双葉保育所 2022/2/15
富山市 針原小学校 2022/2/14
富山市 月岡小学校 2022/2/14
富山市 神通碧小学校 2022/2/17
富山市 保内小学校 2022/2/16
富山市 古沢小学校 2022/2/18
高岡市 伏木小学校 2022/2/15
高岡市 横田小学校 2022/2/16
魚津市 清流小学校 2022/2/16

石川県 金沢市 県立盲学校 2022/2/16
七尾市 七尾東部中学校 2022/2/14
小松市 松陽中学校 2022/2/17

福井県 小浜市 小浜小学校 2022/2/16
鯖江市 しんとくこども園 2022/2/18
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長野県 長野市 長野幼稚園 2022/2/17
長野市 古里小学校 2022/2/14
松本市 松本南幼稚園 2022/2/15
松本市 松本やまびこ保育園 2022/2/14
上田市 武石小学校 2022/2/16
茅野市 玉川どんぐり保育園 2022/2/17

岐阜県 大垣市 静里小学校 2022/2/17
高山市 栃尾小学校 2022/2/14
土岐市 土岐津小学校附属幼稚園 2022/2/14
土岐市 土岐津小学校 2022/2/14
羽島郡笠松町 笠松保育園 2022/2/17

静岡県 静岡市葵区 西奈こども園 2022/2/16
静岡市葵区 桜花学園桜花幼稚園 2022/2/15
静岡市葵区 安西小学校 2022/2/15
浜松市中区 富塚幼稚園 2022/2/18
浜松市中区 鴨江幼稚園 2022/2/17
浜松市中区 富塚小学校 2022/2/14
浜松市北区 三方原幼稚園 2022/2/15
三島市 三島市立箱根の里 2022/2/16
富士市 いまいづみ幼稚園 2022/2/18
磐田市 磐田南幼稚園 2022/2/17
磐田市 大藤こども園 2022/2/14
牧之原市 牧之原小学校 2022/2/15

愛知県 名古屋市千種区 自由ケ丘幼稚園 2022/2/17
名古屋市東区 筒井幼稚園 2022/2/16
名古屋市昭和区 向陽高等学校 2022/2/15
豊橋市 松葉小学校 2022/2/17
豊橋市 栄小学校 2022/2/17
豊橋市 天伯小学校 2022/2/18
豊橋市 藤ノ花女子高等学校 2022/2/15
岡崎市 葵中学校 2022/2/17
瀬戸市 南山中学校 2022/2/14
春日井市 いとう幼稚園 2022/2/18
刈谷市 亀城小学校 2022/2/14
刈谷市 平成小学校 2022/2/18
豊田市 中山松元幼稚園 2022/2/15
稲沢市 大里双葉幼稚園 2022/2/17
大府市 大府小学校 2022/2/18
尾張旭市 瑞鳳小学校 2022/2/14
尾張旭市 本地原小学校 2022/2/18
北名古屋市 名古屋芸術大学附属クリエ幼稚園 2022/2/18
海部郡蟹江町 新蟹江小学校 2022/2/17
知多郡東浦町 藤江小学校 2022/2/17

三重県 津市 明合幼稚園 2022/2/17
津市 千里ケ丘幼稚園 2022/2/14
桑名市 精義小学校 2022/2/15
鈴鹿市 加佐登小学校 2022/2/18
鈴鹿市 白子小学校 2022/2/17
尾鷲市 尾鷲中学校 2022/2/14

滋賀県 大津市 比叡山幼稚園 2022/2/15
大津市 滋賀大学教育学部附属幼稚園 2022/2/15
彦根市 城北幼稚園 2022/2/17
彦根市 高宮幼稚園 2022/2/18
草津市 志津小学校 2022/2/18
草津市 草津第二小学校 2022/2/18
守山市 河西小学校 2022/2/15
守山市 中洲小学校 2022/2/18
野洲市 野洲幼稚園 2022/2/16
湖南市 菩提寺北小学校 2022/2/17
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京都府 京都市左京区 明徳幼稚園 2022/2/18
京都市右京区 宇多野小学校 2022/2/14
京都市西京区 嵐山東小学校 2022/2/14
亀岡市 森の自然こども園東本梅 2022/2/14
長岡京市 長岡第四小学校 2022/2/15
八幡市 有都こども園 2022/2/14
八幡市 八幡小学校 2022/2/17
八幡市 美濃山小学校 2022/2/18

大阪府 大阪市東淀川区 大隅東小学校 2022/2/17
大阪市西成区 玉出小学校 2022/2/14
大阪市平野区 長吉南小学校 2022/2/17
堺市東区 登美丘西小学校 2022/2/15
堺市北区 金岡小学校 2022/2/14
豊中市 北丘小学校 2022/2/18
豊中市 箕輪小学校 2022/2/17
豊中市 新田小学校 2022/2/14
池田市 大阪教育大学附属池田中学校 2022/2/14
高槻市 柱本小学校 2022/2/15
高槻市 津之江小学校 2022/2/15
高槻市 津之江小学校 2022/2/15
枚方市 五常小学校 2022/2/15
枚方市 桜丘小学校 2022/2/15
枚方市 牧野小学校 2022/2/15
枚方市 交北小学校 2022/2/14
枚方市 津田南小学校 2022/2/15
富田林市 青葉丘幼稚園 2022/2/14
富田林市 伏山台小学校 2022/2/18
寝屋川市 中央小学校 2022/2/15
大東市 住道南小学校 2022/2/17
箕面市 中小学校 2022/2/16
箕面市 北小学校 2022/2/16
門真市 二島小学校 2022/2/18
高石市 東羽衣小学校 2022/2/15
東大阪市 小阪小学校 2022/2/16
東大阪市 枚岡西小学校 2022/2/14
交野市 市立第一中学校 2022/2/15
大阪狭山市 南第一小学校 2022/2/15

兵庫県 神戸市東灘区 本庄小学校 2022/2/17
神戸市灘区 六甲山小学校 2022/2/18
神戸市垂水区 乙木小学校 2022/2/17
神戸市西区 有瀬幼稚園 2022/2/18
姫路市 大津小学校 2022/2/14
姫路市 東小学校 2022/2/18
姫路市 琴陵中学校 2022/2/15
明石市 藤江幼稚園 2022/2/15
明石市 明石小学校 2022/2/18
洲本市 堺保育園 2022/2/14
芦屋市 宮川幼稚園 2022/2/14
相生市 あおば幼稚園 2022/2/15
宝塚市 川面保育所 2022/2/17
宝塚市 丸橋幼稚園 2022/2/14
宝塚市 宝塚第一中学校 2022/2/16
三田市 あかしあ台小学校 2022/2/16
養父市 養父市立関宮学園 2022/2/15
川辺郡猪名川町 六瀬幼稚園 2022/2/15
加古郡播磨町 蓮池小学校 2022/2/15

奈良県 橿原市 白橿幼稚園 2022/2/18
橿原市 晩成小学校 2022/2/14
生駒市 光明中学校 2022/2/17
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奈良県 宇陀市 榛原東小学校 2022/2/18
吉野郡吉野町 吉野北小学校 2022/2/17

鳥取県 鳥取市 気高中学校 2022/2/16
境港市 余子小学校 2022/2/14

島根県 松江市 津田小学校 2022/2/15
益田市 益田天使幼稚園 2022/2/14
雲南市 寺領小学校 2022/2/14
仁多郡奥出雲町 馬木小学校 2022/2/17

岡山県 岡山市東区 開成小学校 2022/2/15
岡山市南区 福島小学校 2022/2/14
倉敷市 第一福田幼稚園 2022/2/14
倉敷市 天城保育園 2022/2/14
倉敷市 第一福田小学校 2022/2/14
総社市 常盤幼稚園 2022/2/15

広島県 広島市東区 県立広島中央特別支援学校 2022/2/14
広島市東区 戸坂小学校 2022/2/15
広島市南区 広島大学附属東雲小学校 2022/2/16
広島市安佐南区 八木小学校 2022/2/18
広島市安佐南区 伴南小学校 2022/2/14
広島市安佐南区 安西小学校 2022/2/17
広島市安佐北区 三入小学校 2022/2/15
広島市安佐北区 倉掛小学校 2022/2/15
呉市 安登小学校 2022/2/17
三次市 三次中学校 2022/2/15
安芸高田市 愛郷小学校 2022/2/17

山口県 下関市 養治小学校 2022/2/18
下関市 向井小学校 2022/2/15
防府市 勝間小学校 2022/2/18
防府市 華浦小学校 2022/2/18
防府市 小野小学校 2022/2/14
光市 三輪小学校 2022/2/15
柳井市 柳井市阿月公民館 2022/2/15
美祢市 大嶺小学校 2022/2/18
山陽小野田市 有帆小学校 2022/2/17

徳島県 徳島市 徳島大学あゆみの森保育園 2022/2/15
鳴門市 板東幼稚園 2022/2/15
名西郡石井町 藍畑幼稚園 2022/2/18
板野郡松茂町 北島学園さゆり幼稚園 2022/2/15

香川県 高松市 桜町聖母幼稚園 2022/2/14
高松市 香西幼稚園 2022/2/15
高松市 高松幼稚園 2022/2/15
高松市 川添小学校 2022/2/16
高松市 三渓小学校 2022/2/15
高松市 香川中部養護学校 2022/2/17
さぬき市 長尾聖母幼稚園 2022/2/17

愛媛県 松山市 桃山幼稚園 2022/2/14
松山市 坂本小学校 2022/2/17
松山市 湯山中学校 2022/2/15
今治市 南中学校 2022/2/15
西条市 たから幼稚園 2022/2/14
東温市 南吉井小学校 2022/2/14

高知県 南国市 フレンド幼稚園 2022/2/18
福岡県 北九州市八幡西区 穴生小学校 2022/2/15

北九州市八幡西区 則松小学校 2022/2/15
福岡市東区 自由ケ丘幼稚園 2022/2/18
福岡市早良区 田隈小学校 2022/2/15
久留米市 高良内小学校 2022/2/15
直方市 直方セントポール幼稚園 2022/2/15
八女市 岡山小学校 2022/2/17

6



　　　　　　　ベルマーク2022年２月第３週（２/14～２/20）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

福岡県 豊前市 合岩小学校 2022/2/17
小郡市 のぞみが丘小学校 2022/2/16
小郡市 福岡県立小郡特別支援学校 2022/2/14
筑紫野市 原田小学校 2022/2/17
京都郡苅田町 与原小学校 2022/2/15
築上郡築上町 西角田小学校 2022/2/15

佐賀県 佐賀市 勧興小学校 2022/2/15
唐津市 佐志小学校 2022/2/18
唐津市 玉島小学校 2022/2/14
三養基郡基山町 基山小学校 2022/2/15

長崎県 長崎市 住吉こども園 2022/2/15
長崎市 西城山小学校 2022/2/14
長崎市 朝日小学校 2022/2/18
長崎市 高城台小学校 2022/2/18
佐世保市 世知原小学校 2022/2/15
佐世保市 大久保小学校 2022/2/15
諫早市 認定こども園ふじ幼稚園 2022/2/15
南島原市 口之津中学校 2022/2/14
西彼杵郡時津町 鳴鼓幼稚園 2022/2/17

熊本県 熊本市中央区 碩台小学校 2022/2/16
熊本市西区 熊本西高等学校 2022/2/14

大分県 大分市 東大分小学校 2022/2/15
大分市 滝尾小学校 2022/2/14
別府市 大平山小学校 2022/2/15
中津市 山口小学校 2022/2/15

宮崎県 宮崎市 生目小学校 2022/2/17
都城市 上長飯小学校 2022/2/14
日南市 南郷小学校 2022/2/16
西臼杵郡高千穂町 田原小学校 2022/2/15

鹿児島県 薩摩川内市 川内小学校 2022/2/18
霧島市 小野小学校 2022/2/15
姶良市 建昌幼稚園 2022/2/14

沖縄県 豊見城市 聖マタイ幼稚園 2022/2/15

ありがとうございました！
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