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　ベルマーク財団の教育応援隊のひと
つ、防災科学教室が、初めてオンライン
で開かれました。1 月 26 日、三重県の
津市立南立誠小学校（米野浩之校長、児
童 392 人）と、茨城県つくば市の国立
研究開発法人防災科学技術研究所（防災
科研）がリモート接続され、子どもたち
は画面に見入って防災を学びました。
　この日は同校 PTA が web 会議システ
ムを立ち上げ、1 ～ 6 年計 13 のクラス
が教室から参加しました。
　「私が Dr. ナダレンジャーです」
　教室が始まると、金髪カツラにメガネ、
マスク姿の怪しい人が画面に登場しまし
た。隣のピンクのかつらの女性は、助手
のナダレンコです。
　自分たちについてナダレンジャーは

「不審者だと思う人は ?」と問います。
各教室のほとんどの子が手を挙げまし
た。「うわーっ、多すぎ。でも、正しい
と思います。これはオンラインなのでみ
なさんの前にはいませんけど」

　ナダレンジャーは、実は研究者で、専
門は名の通り雪崩です。この日最初の実
験では、1mm 程度の発泡スチロールの
粒を、傾けた竹に流して雪崩を再現しま
した。粒は、おたまじゃくしのように頭
でっかちな形で流れます。
　最初にほんの少しの粒を、直後にたく
さんの粒を流すと、大きなかたまりが小
さな粒を飲み込みました。粒の量が増え
るとスピードが上がるのです。量がもっ
と増えれば、流れの威力はどんどん大き
くなります。「楽しく見えるのは小さい
から。巨大化すると怖い災害になります」
とナダレンジャー。
　強調したのは「自分の命は自分で守る
こと」の大切さでした。そのためには「学
校で習ったことを思い出したり、自分で
判断したりすることが大事です」
　休憩を挟んで後半、ナダレンジャーは
水と砂が入ったペットボトルを持って登
場しました。ボトルをよく振って静かに
待ち、砂が沈んだところで “ デコピン ”

すると、カラフルな丸ピンが浮き上がり
ます。まるで手品です。
　「これ、やってみたい人いる？」
　一斉に子どもたちの手が挙がります。

「出来るよ。あらかじめ送ってあるから」
　「昨日の日直」と指名された子どもた
ちが用意されたボトルを持ち、「３、２、
１」のかけ声で “ デコピン ” すると、や
はり丸ピンが浮き上がってきました。ど
の教室も大騒ぎです。
　水を多く含んだ地盤は、地震で液状化
するとマンホールが浮かび上がったりし
ます。この実験では “デコピン ”が地震、
丸ピンがマンホールの役割です。
　地震の揺れの周期も「ゆらゆら3兄弟」
で学びます。長さの異なるスポンジを高
さの違うビルに見立て、異なるリズムで
揺らしてみます。早いリズムでは低いビ
ルが、遅いリズムでは高いビルがよく揺
れます。
　教室を終えると、Dr. ナダレンジャー
とナダレンコは変装を解きました。そ

の素顔は、ともに防災科研の研究者、
納
のうぐちやすあき

口恭明さんと罇
もたいゆうこ

優子さん。雪崩が専門
で理学博士の納口さんは、サイエンス
ショーの世界ではとても有名な方です。

◇
　防災科学教室は、財団と防災科研の共
催で 2018 年度から始まりました。通年
で募集しており、コロナ禍に配慮したオ
ンライン開催を希望の学校は財団（03-
5638-2320）までお問い合わせくださ
い。また、防災科研の HP ではナダレン
ジャーの実験動画が公開されています。

　岩手県釜石市からベルマーク財団に感謝状が届きまし
た。財団が実施している東日本大震災被災校支援に対す
るものです。
　釜石市は、復興を支援している団体に感謝の気持ちを
伝えようと、野田武則市長の名で感謝状を贈呈すること
にしたそうです。同封の手紙には「釜石の復興は、これ
までに頂戴いたしました様々な支援をなくして、決して
成し得たものではございません」と記されていました。
　財団は 2011 年の震災発生直後から支援を始め、そ

の後も毎年、岩手・宮城・福島 3県の小中学校に支援
を続けています。2021 年度も 3県の 120 校に 600 万
円相当の支援をしました。ここには釜石市の学校も 7
校含まれています。東北全体の支援額は累計 5億円超、
支援した学校はのべ 2146 校になります。
　今回の感謝状は、ベルマーク運動に関わるすべてのみ
なさんの思いが、確実に被災地に届いている証です。財
団はこれからも、子どもたちの笑顔のための活動を続け
てまいります。

三重・津市立南立誠小で防災科学教室
オンラインで防災を学んだよ

たくさんの実験
たのしかったね!!

東北被災地への支援に「感謝状」
岩手・釜石市から財団に届きました

①画面に映るDr. ナダレンジャー　②雪崩を再現した実験を披露　③自分の映る姿を確認しながら授業を進めるDr. ナダレンジャーとナダレンコ　④科学おもちゃの「エッキー」
⑤地震の揺れの周期を学べる「ゆらゆら３兄弟」　⑥納口恭明さん（左）と罇優子さん

① ② ③

⑥⑤④
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　協賛会社のキリンビバレッジ（ベルマーク番号 54）
と、静岡市に本社を置きスーパー事業を展開するタカラ・
エムシーが協力して集めたベルマーク 7万 4214 点が 2
月 16 日、浜松市のオイスカ高校（鬼石貞治校長、生徒
265人）に寄贈されました。贈呈式は各教室に配信され、
生徒によるプレゼンテーションもありました。
　今回贈呈されたのは、タカラ・エムシーとキリンビバ
レッジが昨夏、共同展開したキャンペーンで集まったベ
ルマークと、その後タカラ・エムシーが店頭で独自に回
収したベルマークの合計です。
　式ではキリンビバレッジ静岡支社流通担当課長の橋本
康寛さんが「SDGs にも取り組むことで社会のお役に立
ちたい」、タカラ・エムシー総務人事部の杉山敦哉さん
は「これからも回収箱の設置を継続し、社会に貢献して
いきたい」と話しました。続いてエコバッグにぎっしり
詰められたベルマークが、タカラ・エムシーの上野拓社
長から生徒会長の松本海也さんに手渡されました。財団
からは上野社長に感謝状を贈りました。
　次に登壇したのはオイスカ高校でベルマーク活動を担
う奉仕活動委員の 11人。累計点数 1500 万点超という
全国有数の活動校だけに、来場者は興味津々です。
　同校のベルマーク運動への参加登録は 1971 年。前身
の専門学校時代でした。その後、高校の母体・公益財団
法人オイスカが海外ですすめる植林活動が、財団の友愛
援助の一つに加わり、15 年前に活動支援のため、生徒

の奉仕活動委員会が立ち上がったそうです。以来、急速
に集票点数を増やし、2020 年度は 101 万 8740 点で 9
度目の全国1位に輝きました。うち70万点は植林活動、
10万円は東日本大震災援助事業に寄付しました。
「ベルマークは商品にマークを付けている協賛会社が
あってこその運動です」。発表には協賛会社への感謝も
盛り込まれていました。

　プレゼンを見て上野社長は「素晴らしい活動をされて
いると改めて感じました。これからもベルマークの付い
た商品を一生懸命売っていきます」と話しました。オイ
スカ高校の鬼石校長は今回の寄贈を「温かい心の支援」
と言い表し、「たくさんのマークを頂いたことは、今後
の活動へのモチベーションにもつながります。有効に使
わせていただきます」と感謝を伝えました。

　協賛会社のあいおいニッセイ同和損保（ベルマーク
番号 92）は、日本にあるブラジル人学校（全国 36校）
向けのベルマークキャンペーンを 3月から始めました。
同社の掲げる地方創生、多文化共生の取り組みとして、
まず滋賀県でモデル展開し、その後全国に順次拡大して
いく方針です。
　このキャンペーンは、ブラジル人学校でベルマーク収
集を始められるよう、同社がサポートしていくものです。
ブラジル人にとってなじみのない運動なので、親しみを
持ってもらえるよう、同社はパンフレットなどをポルト
ガル語に翻訳し、回収箱も新たに製作。そこには、現地
で国民的人気の漫画「モニカ＆フレンズ」のキャラク
ターを起用しました。ブラジルの子どもたちならだれも
が知っているのだそうです。
　ブラジル大使館も全面的に協力。2月 15日には東京・
北青山の大使館でキャンペーンの発進式がありました。
エドゥアルド・パエス・サボイア大使は「日本で長い伝
統のあるベルマークキャンペーンに在日ブラジル人学校
が加わることを大変嬉しく存じます」とコメント。あい

おいニッセイ同和損保の金田実執行役員は、同社が全国
で 360 を超える市町村と連携協定を結んでいることな
どを紹介したうえで「国内にいる約 20万人の日系ブラ
ジル人に寄り添いながらベルマーク収集活動を普及させ
ていきたい」と語りました。モデル事業が始まる滋賀県
の清水裕子・同社滋賀支店長は「地域を挙げて子どもた
ちの学びの場に温かい支援をしたい」と話しました。

　石川県自動車車体整備協同組合（石川
県車体協、車豊理事長）が、会員工場
から集めたベルマークを、協賛会社の
NGP 日本自動車リサイクル事業協同組
合（ベルマーク番号 76）を通してベル
マーク財団に寄贈しました。
　石川県車体協の専務理事、沖村隆雄さ
んによると、ベルマークの収集活動はも
う 10 年以上続いているとのことです。
現在の会員数は 88工場。NGP のリサイ

クル部品には 5点のベルマークが付い
ており、そうした部品を取り寄せた工場
が地道にマークを貯めているのだそうで
す。これまでは工場を直接訪問した際に
マークを回収していましたが、2020 年
以降はコロナ禍のため訪問自体ができな
い状態が続いていました。
　そこで「組合に送って欲しい」との通知
を出したところ、各工場ではベルマーク
の収集を継続してくれていたそうです。

こうして集まったマークを昨年 12 月、
車理事長が NGP 北陸支部の理事会社で
ある金沢ヨコイ部品に持参しました。
　「せっかくのベルマークを、放ってお
くのはもったいないとみんな集めてくれ
ています。ウチとしてはこの活動を、今
後もずっと継続していくつもりです」と
沖村さん。ありがとうございました。災
害の被災校やへき地の学校などのため
に、大切に使わせていただきます。

ブラジル人学校向けキャンペーン開始
あいおいニッセイ同和損保、まず滋賀県から

浜松・オイスカ高に地元企業が7万4000点寄贈
タカラ・エムシーとキリンビバレッジのキャンペーン

①活動状況を発表したオイスカ高の
生徒たちと、タカラ・エムシー、キリ
ンビバレッジの関係者で記念撮影
②タカラ・エムシーの上野拓社長か
らベルマークを受け取る生徒会長の
松本海也さん　③奉仕活動委員によ
るプレゼンテーション　④ベルマー
クが入っていたエコバッグは、実際
に店頭で販売されているそう

①ポルトガル語に翻訳された「な～るほど！ベルマーク運動」
②「ベルマークを集めよう」も翻訳　③新たに作った回収箱を持って

NGP通じて10年以上、マーク寄贈
石川県自動車車体整備協同組合

ベルマークの贈呈。左が車豊・石川県自動車車体
整備協同組合理事長

① ②

③ ④

① ② ③
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　埼玉県富士見市の市立勝瀬中学校（中島秀行校長、生
徒 725 人）の生徒たちがベルマークを集め、自分たち
で仕分け・集計して預金を獲得、遊具を買って近所の保
育園に寄贈しました。これが参加登録 37年目にして初
めてのベルマーク活動でした。
　財団の記録によると、勝瀬中は 1984 年の登録以
来、活動のない状態がずっと続いていたようです。でも
2021 年 3月、初めてベルマーク 1万 8000 点余が送ら
れてきました。さらに 11月、同校から「やわらかお砂
場セット・サニーパーク 2」の注文書が届きました。砂
場で使うスコップやバケツなどのセットです。これが初
めてのお買いもの。でも中学校で「お砂場セット」とは？
　同校の今

いまぜき

關友美先生に聞きました。勝瀬中は授業以外
の学びの場も大切にしています。生徒会を中心にしたボ
ランティアクラブがあって、地域の清掃や募金活動もし
ています。このボランティア活動の一環として昨年度、
ベルマークを集めることになったそうです。
　PTA 活動とのコラボレーションという側面もありま

したが、自分たちの手で集めようと、生徒たちが回収箱
を手作りして校内に置き、校内放送などで周知を図りま
した。仕分け・集計にも取り組み、生徒会だけでは手が
足りずボランティアを募って作業したそうです。こうし
て集まったベルマークを昨年 3月、初めて財団に送付
しました。
　学校から徒歩 5分ほどのところに勝瀬こばと保育園
があります。生徒会などで話し合い、この保育園に備
品を贈ろうと、財団に注文を出しました。そして 12月
23 日、学校に届いた「お砂場セット」をきれいにリボン
で飾り、生徒たちが園に持参して手渡しました。思わぬ
クリスマスプレゼントに園側はとても喜んだそうです。
　勝頼中のベルマーク活動は今も続いています。収集を
呼びかける動画を生徒会が作り、事務室前のモニターで
流しているとのこと。「今後も地域の施設などに備品を
寄付していきたいです。ベルマークを通じて学校全体の
ボランティア活動が活発になっていけば」と今關先生は
話しました。

　協賛会社キヤノンマーケティングジャパン（ベルマー
ク番号 19）が実施しているキヤノン製のインク・トナー
カートリッジのリサイクルで、回収箱の注文書を送る
ファクスと問い合わせの電話番号が変更になりました。
新しい番号は以下です。問い合わせの応対時間も変わっ
たのでご注意ください。
　※回収箱注文書ファクス　03-6719-8020
　※問い合わせ電話　0120-339-680（平日 9～ 17時）
　なお、以前の問い合わせ番号にかけると 3月中は新
番号に転送されます。それ以降は新番号の案内が自動音
声で流れます。
　財団HP内の注文書などは、すべて新しい番号に更新
しました。キヤノンHPの案内も新しい番号になってい
ます。

　協力会社の東芝エルイーソリューションが提供する
ウォータークーラーと、同じくセイコータイムクリエー
ションの屋外・室内用時計の価格が 4月 1日から改定
されます。ただし、3月末までに財団に届いた注文書に
ついては、現在のお買いものガイド（2021 年度後期・
№ 121）に掲載している旧価格で受け付けます。
　4月以降に届いた注文書は新価格での対応となります
のでご注意ください。両社によると、原材料や部品価格
の高騰、労務費を含む生産コストの急騰などにより、価
格据え置きが困難な状況となったとのことでした。
　なお参加団体に新年度資料として 4月中にお送りす
る新しいお買いものガイド（2022 年度前期・№ 122）
には、改定後の価格を記載しています。新価格は右の表
をご参照ください。

　東京都中野区の区立中野中学校（弓田
豊校長、生徒 339 人）の 2年生 6人が
2月 17 日、ベルマーク財団を見学に訪
れました。総合的な学習の時間の課題「社
会貢献活動の調査」のためです。
　実際に送られてきた大量のマークを前
に、今年度配布されたというタブレット
端末で写真を撮ったり、メモしたり。職
員から「いま倉庫にあるベルマークを全
部足すと何点になると思う？」と問われ
た 6人は、自信なさそうに「500 万点
くらい？」。正解は約 3800 万点でした。

　「なぜベルのマークなのか」などの質
問も投げかけてきます。マークの形は愛
の鐘を鳴らすというイメージからです。
　見学の成果は学校に戻った後にタブ
レットを使ってまとめ、大型モニターで
発表するそうです。この日の感想をみん
なに聞きました。
　「気軽に取り組める活動と分かった」
「陰で支えてくれる人がいて運動が成り
立つと分かった」「以前は何も考えずマー
クを持参していたけど、これからはちゃ
んと意識して持って行こうかな」……。

　ベルマーク財団が今年度支援した在外
日本人学校から、感謝のメッセージが届
きました。
　西大和学園カリフォルニア校からは、
子どもたちが楽しそうに縄跳びや鉄棒に
取り組んでいる写真と、園児たちが財団
宛てに書いてくれた「ありがとう」のメッ
セージ集がメールに添付されて届きまし
た。園長先生によると、アメリカでも新
型コロナのオミクロン株の感染が広がっ
ているため、贈った備品の利用を一時見
合わせていたそうです。
　また、フランスのモンペリエ日本語補

習授業校からは、贈った備品を教室内で
使う子どもたちの写真が届きました。日
本語の学習のほか、日本の季節行事や伝
統芸能も学び、遠足や運動会といった日
本的なイベントも実施していた同校です
が、コロナ禍のためこの 2年ほど「特
に幼稚園児にとっては、日本の伝統文化
に触れる機会も大変少なかった」そうで
す。日本への一時帰国も難しい状況が続
いているといいます。
　早くコロナが終息し、世界中で子ども
たちが心配なく遊べる日が来るといいで
すね。

●東芝エルイーソリューション（03-4223-0114）
品番 改定前 改定後

ウォータークーラー　MF-D51P2 125,000円 126,550円
ウォータークーラー　MF-51P2 103,000円 105,650円
ウォータークーラー　MF-30P3 74,800円 78,530円

●セイコータイムクリエーション（クロック事業 03-5639-6175、
スタンドはタイムシステム・FA事業 03-5646-1601）

品番 改定前 改定後
屋外防雨型ソーラー時計　SF211S 85,000円 95,000円
屋外防雨型時計　KH411S 55,000円 60,000円
室内用壁掛時計　KX237S 20,000円 23,000円
室内用壁掛時計　KX383S 8,500円 10,000円
室内用壁掛時計　KX244S 7,000円 8,000円
室内用壁掛時計　SF242S 12,000円 13,500円
室内用壁掛時計　KX230S 5,000円 5,500円
室内用壁掛時計　KX234B 5,000円 5,500円
知育時計　KX617W 3,500円 4,000円
振り子時計　PH205W 10,000円 11,000円
教室の時計　GP219W 25,000円 28,000円
教室の時計　KX236W 20,000円 23,000円
教室の時計　KX623W 12,000円 13,500円
スポーツカウンター（KT-601・DT-40）
用スタンド　KT-011 28,000円 30,000円

4月から価格改定
時計、冷水機など／3月中は旧価格

注文の電話番号、変更

社会貢献活動の調査で訪問

キヤノンMJのカートリッジ回収箱

東京・中野中の2年生6人が財団見学

参加37年目、初の活動で遊具寄贈
埼玉・富士見市立勝瀬中、生徒たちのボランティア

米から、仏から、感謝メッセージ
今年度支援した在外日本人学校

モンペリエ日本語補習授業校西大和学園カリフォルニア校
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〈マーク寄贈者〉　1月 21 日～ 2月 20 日
　▼北海道　末谷安江　星山栄子　㈱アルファ
技研　菊地智子　市川ヒロミ　米山恵子　わた
ゆう　( 一社 ) 日本血液製剤機構千歳工場　中
林美鈴　匿名希望▼青森県　小山美雪▼岩手県
　日本一フード㈱　武川和博　バリュー水沢店
奥州市民有志▼宮城県　星昭一▼山形県　奥山
俊　田村美紀子▼福島県　武沢早苗　㈱久留米
梱包運輸▼茨城県　河野あや子　堀田　北川道
子　齊藤千秋　島貫厚子　広瀬洋子　古橋　飯
塚裕子　西村美弥　長島洋子　河上こずえ　匿
名希望▼栃木県　西島亜矢子　上野麻美　大戸
とき子　㈱栃木パーツ　右井淳子　山口あや　
小島　山本愛桜　渡辺珠江▼群馬県　損害保険
ジャパン㈱群馬支店　宝田純子▼埼玉県　阿部
陽子　佐藤恵美子　鈴木豊　崇島育枝　田島康
恵　小川芳子　齋藤あさ子　羽生市一住民　四
釜正江　石塚松子　髙嶋佳織　武内和子　森田
広子　杉浦雅乃　タワーベーカリー㈱　新座教
会　藤野亜紀　山口ひろみ　大渡歯科　藪陽一
　長嶋弘美　牧井富江　K.F.　永井治　松田進
　匿名希望▼千葉県　金綱静枝　古矢逸子　山
岡弘子　大江宏枝　大島房子　黒川美智代　澤
村千代子　重田良枝　田口雅子　広瀬俊子　ア
ルフィーのマニア　市木葉子　国分寺台地区社
会福祉協議会　清水倭代　田中義樹　ちどり保
育園　森靖之　伊藤富美子　森朋子　吉野千鶴
子　藍場英光　水谷知子　三菱地所サイモン㈱
酒々井プレミアム・アウトレット　匿名希望▼
東京都　芦川君代　池田貴子　伊藤　伊藤明子
　上田ひとみ　小野津久美子　久保田しのぶ　
久保田典子　小竹喜子　幸クリニックデイケア
　杉並第六小 PTA ベルマーク委員　多田裕成
　対馬純子　野浦惠子　橋本カツイ　平塚山城
官寺　藤田睦　松下智子　山崎郁子　安達幸子
　池田シズエ　石井三千代　狛江第一小 PTA
　坂井孝　清水麗子　太刀川忠良　中川真寿美
　原田芳明　半井千枝子　増田正子　松村石油
㈱東京支店　明治安田生命　吉川仁美税理士事
務所　安部妙子　有吉節子　安藤美雪　飯野洋
子　池田紀久枝　遠藤操子　尾上文代　斉藤康
乃　さうらべ　進藤薫　杉ナカ　豊島宏蔵　中
田美知枝　萩原華子　花見路子　水野頼江　村
田やよい　明治安田ライフプランセンター㈱
Kizuna 運動「地元の元気」推進チーム　山崎
豊子　佐藤和恵　市川佳世子　一色雅子　薄葉
英子　黒岩佳子　全日本空輸㈱経理部　田井中
七生　田嶋敦　藤田眞知子　吉永みほ　新井智
子　桑原陽子　小岩智子　宮澤順子　明治安田

ビルマネジメント㈱　暁星小学校シャミナード
委員会　来嶋和子　杉並区立馬橋小　住友不動
産建物サービス㈱マンション会計センター　日
本基督教団小金井緑町教会　山口行子　㈲光洋
　住商建物㈱　土井由起子　平松清美　松尾小
百合　山本孝枝　匿名希望▼神奈川県　小島惠
子　天野　大西金属㈱　加戸きよ子　小出忠和
　小柴朋子　畠山信子　丸山よし子　渡邉綾子
　井上直美　中田志帆子　林田清美　広瀬茂枝
　松村石油㈱横浜営業所　見上久江　大藤みど
り　小俣友佳鈴　木沢昌美　相模すず　谷中ミ
ツ　俵藤民子　東新右衛門　比企谷幼稚園　柳
下和子　吉田輝子　吉野記代子　浦上美恵子　
加藤健流　加藤正　グループホームハーモニー
　小泉弥生　小宮はるみ　佐藤和香子　打屋朝
子　中村小夜美　平井恵子　吉田俊二　大山恵
美子　加藤容子　庄司潤美　JA あつぎ女性部
協議会　石黒琢一郎　伊東孝子　さがみ農協青
壮年部連絡協議会　長山香織　匿名希望▼新潟
県　阿部春美　笠谷晶子　地域密着型複合施設
わしま　宮島久美子　田村貴江　小林紀子　新
潟看護医療専門学校村上校▼富山県　西川浩司
　匿名希望▼石川県　中村香織　北村美樹　嶋
操里　石川県自動車車体整備協同組合▼山梨県
　里垣小学校▼長野県　飯田市社協　㈱ハンダ
土建　塚田朋子　塚田幸江　武居弥生　匿名希
望▼岐阜県　大岩恵子　美濃羽昌子▼静岡県　
㈱ハマネツ　堀田史子　村田正弘　㈲みどりや
　四之宮恵　ななち　村田正弘　畠中将也▼愛
知県　天野マコト　㈱ホットスタッフ　三井住
友海上火災保険㈱中部総務部人事総務チーム　
大平幸子　加藤彩加　樋口敏子　TOUGHSHOP
名東統括代理店エス保険設計㈲　石川美代子　
上田諒子　小久保　杉山まり子　林吉子　松下
葉子　シャープ工業㈱　鈴木祥子　森英敏　青
野伊央莉　青野季美　堀之内苗子　中村弘子　
髙橋節子▼三重県　杉野恭子　中村郁子　稲森
智子　徳永恭　森の劇場プロジェクト事務局　
角谷てる子　山森房子　㈱オリエンタルビーク
ルエキスポーツ　柴田喜健▼滋賀県　沢水孝　
田嶋一美　中村秀信　村山き代乃　近江八幡
市立北里小　瀬田東幼稚園 PTA　橋本勝美▼
京都府　ベルつながりの会　清水真由美　NTT
ファイナンス㈱関西総合料金センター ( ビリン
グサテライト京都 )　奥田和佳子　北川万美子
　小麦庵　山田品子　㈱ Com-Fill　西村十美江
▼大阪府　泉谷詠子　キヤノン IT ソリューシ
ョンズ㈱大阪事業所　桑原優　中村郷朗　堀
裕美　明治安田生命保険 ( 相 ) お客様サービス

相談部大阪コール業務 G　門永美恵　NTT フ
ァイナンス㈱関西総合料金センター ( 料金企画
部 )( ビリングサテライト兵庫 )　亀田浩子　川
西順子　紺谷眞奈美　徳永一巳　中川叔子　青
木なおみ　岩本政子　大矢　木下元重　木村和
子　高木佳子　玉木謹吾　土屋葵　中辻安紀子
　西岡ユリ子　東君江　前田洋子　山本佳愛　
吉永まさみ　アズビル㈱アドバンスオートメー
ションカンパニー関西支社　磯野安代　井本征
太朗　工藤悦子　三基商事㈱　塩田昭弘　田中
ちあき　福田裕子　富士通㈱ CP&S 事業本部　
三木和美　ミヨシ　目谷賢　上田恭子　薄井浩
美　遠藤敬子　澤田文子　ブリヂストンタイヤ
サービス西日本㈱タイヤサービス港店　宮迫暢
彦　リコージャパン㈱業務センター江坂事業所
　匿名希望▼兵庫県　A.T.　小山純子　末吉有
子　上田方也　岡本圭子　竹永悦子　谷口直子
　安藤和子　岡田幸子　岸本由枝　西家宏美　
阪東敦子　吉田崇規　宇井直美　神鋼不動産ビ
ルマネジメントサービス㈱　飛岡喜美子　新井
東寿　匿名希望▼奈良県　下山大輔　神原陽子
　大平浩司　中田百恵▼和歌山県　殿尾奏多▼
鳥取県　匿名希望▼岡山県　竹本恵里　渡辺温
子　中嶋弥生　入江延代　匿名希望▼広島県　
佐藤玲　手島重野　為成美保　池田淳子　匿名
希望▼山口県　郷頭瑞恵　徳永千津子　匿名希
望▼香川県　中屋瑠奈▼愛媛県　武田盈子　藤
生幸代　ベルボラ愛媛▼高知県　大野▼福岡県
　佐野憲忠　北九州市立守恒中 PTA　大庭英
治　福原慎子　堀川ます江　秋竹厚子　坪内み
え　栄光社看板店　㈱ F.T エンジニアリング　
富田徹　北九州市立守恒小　能﨑眞子　匿名
希望▼佐賀県　オートガレージ江下　匿名希
望▼長崎県　久保山繁樹　田中美紀▼熊本県
　山原拓生▼大分県　安部好美　清家沙織　
井上義雄▼宮崎県　髙松みどり▼鹿児島県　
SHIROYAMAHOTELkagoshima 宴会サービス G
　匿名希望▼　㈱アークス　松本　田中裕子　
伊達直人　星明子　八木玲子　キリンビバレッ
ジ㈱東北地区本部▼無記名＝ 105 件

〈友愛援助申し込み〉　2月 1日～ 2月 28 日
　◆東京都　明正小（世田谷区）◆神奈川県　
大谷戸小（川崎市中原区）◆岐阜県　岐阜北高

（岐阜市）◆滋賀県　長浜小（長浜市）◆大阪
府　芥川幼稚園（高槻市）　樟葉西中（枚方市）
◆兵庫県　長田南小（神戸市長田区）◆大分県
　判田小（大分市）

2 月
時敏小	 青森県弘前市	 8,008,447
寒河江小	 山形県寒河江市	 8,173,646
藤ノ森小	 京都市伏見区	 7,042,409
砧南小	 東京都世田谷区	 6,029,190
葦高小	 岡山県倉敷市	 6,049,568
桑原小	 松山市	 6,016,001
友部小	 茨城県笠間市	 5,018,912
弥栄小	 埼玉県越谷市	 5,025,447
嵐山小	 京都市右京区	 5,009,573
八街東小	 千葉県八街市	 4,011,622
柏尾小	 横浜市戸塚区	 4,020,622
雄郡小	 松山市	 4,041,001
吉塚小	 福岡市博多区	 3,004,029
福岡教育大学附属福岡小
	 福岡市中央区	 3,017,087
南郷小	 宮崎県日南市	 3,004,184
屯田小	 札幌市北区	 2,009,025
舞岡小	 横浜市戸塚区	 2,011,501
南山高・中男子部
	 名古屋市昭和区	 2,006,155
御池台小	 堺市南区	 2,000,920
伊保小	 兵庫県高砂市	 2,023,609
木の実幼稚園　前橋市	 1,000,210
たかのだい幼稚園
	 東京都小平市	 1,004,225
大谷小	 富山県小矢部市	 1,009,391
道徳和光幼稚園　名古屋市南区	1,000,835
城東台小	 岡山市東区	 1,003,549
山陽東小	 岡山県赤磐市	 1,008,177

　ベルマーク財団が 2021 年度に支援した東日本大震災
被災校から、感謝メッセージが届いています。
　宮城県の石巻市立寄磯小学校（児童 8人）には、希
望したアドラダー（倒した梯子状の器具）、ジュニアサッ
カーゴール、乾湿両用バキュームクリーナー、ポータブ
ルステレオＣＤシステム、室内用壁掛け時計などが贈ら
れました。
　メッセージには「これ
からたくさんサッカーを
して遊びたいです」（6
年・浜畑侑生くん）や、
初めてアドラダーを使っ
て「足が速くなりそうな
気がしました」（6年・渡邉洸成くん）という感想も添
えられていました。
　学校は牡鹿半島の東に突き出す寄磯半島にあります。
震災時は道路が不通になり孤立して、校庭にSOSを表示、
避難者らは救援ヘリを待ったそうです。ホヤやホタテの
養殖も打撃を受けました。今は復興が進み、同校も海の
自然を大切にする学習に力を注いでいます。今年はホヤ
の水揚げと殻の剥き方、袋詰めを体験しました。
　岩手県の大船渡市立末崎小学校（児童 146 人）には、
充電式の大型スピーカーなどが贈られました。届いた写
真は、パソコンを使って楽曲をスピーカーで流し、合唱
の練習をしているところ。でもこれは当初の使用目的
ではなかったそう。「プロジェクターを使った授業で拡

声用に使うつもりでした
が、IT に強い先生が試
しにやってみたらうまく
使えました」と須藤研一
副校長。スピーカーには
7 色に変わる LED ライ
トが付いており、それを
見た子どもたちは思わず声を上げたとのことでした。
　末崎小の保護者の多くは漁業関係者でしたが、震災で
海辺にあった家はほとんどが流されてしまったそうで
す。学校は高台にあったため体育館が避難所になり、校
庭には仮設住宅が並びました。
　須藤副校長によると、今の同校の特長は「末崎わくわ
く調査隊」という地域学習だそう。名産の「わかめ」や
市の花「椿」などについて調べて発表します。わかめの
養殖は末崎が発祥の地だそうです。

　大船渡市立赤崎小学校
（児童 117 人）は、モノク
ロのレーザープリンターを
希望しました。職員室で校
務用に使うものです。坂
井ふき子副校長によると、

今までは 1台しかプリンターがなく、学習プリントや
通信類の印刷が重なって混雑状態だったそう。それが 2
台目の導入で解消され、「効率的に校務を進めることが
できるようになりました」とのことでした。

　赤崎小は以前、海に近い標高3ｍの地にありましたが、
校舎 2階の床上まで津波が押し寄せました。このため
標高 38 ｍの高台に新校舎が建設され、2017 年春に移
転。スクールバスも運行していますが、「近くの子は階段
を上って通ってます」と坂井副校長。以前校舎があった
ところは、大船渡市出身のプロサッカー選手・小笠原満
男さんらの協力で市営「赤崎グラウンド」になりました。
　岩手県の山田町立山田小学校（児童 353 人）からは
2通の感謝メッセージが届きました。1通は三浦秀行校
長から。支援で購入したボールやかるたなどで子どもた
ちが遊んでいる写真が添えられていました。もう 1通
は児童のベルマーク委員長（6年）から。何が欲しいか
先生方と話し合い、「みんなで使えるもの」を基準に選
んだそう。ていねいな文字で「毎日楽しく遊んでいます。
これからも大事に使っていきます」と書かれていました。
　山田小は学校統合で点数が合算されたこともあり、累
計 1000 万点を超える全国で 29番目の「超大台」達成
校です。前身校のひとつ山田南小は県内 6番目に 100
万点を達成するなど古くからの活発
な活動校でした。
　周辺地域は震災時に津波の被害を
受け、プロパンガスの爆発によって
火災も発生しました。旧山田南小で
毎年 3月 11 日に行われてきた全校
集会 “ 希望と絆の会 ” は、統合後も
継続されています。

　ベルマーク財団の理事会が 2月 21 日
に開かれ、財団の 2022 年度予算などが
承認されました。へき地校や特別支援学
校、東日本大震災被災校などへの支援は
前年並みに実施予定。年度内に新たな災
害が起きれば必要な支援を実施する予算
も計上されました。理事会はオンライン
で実施され、銭谷眞美理事長始め大半が
リモート参加でした。

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト（敬称略）

大台達成校

サッカーゴールやスピーカー、ありがとう
東日本大震災被災校支援で感謝メッセージ

2022年度予算承認
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表は、左から順位、団体名、所在地、集票点数。点数は 2021 年 2 月 21 日から 2022 年 2 月 20 日までに財団の点検が済んだ分です。
都道府県名の右の数字は 2 月現在の参加団体数です。

㉑横井小	 岡山市北区	 237,846
㉒大島小	 富山県射水市	 227,099
㉓和田小	 浜松市東区	 226,160
㉔開進第一小	 東京都練馬区	 225,578
㉕浜田小	 青森市	 223,478
㉖東京学芸大学附属大泉小
		 東京都練馬区	 223,293
㉗上野小	 大阪府豊中市	 219,501
㉘西志津小	 千葉県佐倉市	 216,932
㉙善部小	 横浜市旭区	 216,572
㉚正木小	 岐阜県羽島市	 216,166
㉛幡多小	 岡山市中区	 215,093
㉜豊府小	 大分市	 214,223
㉝赤穂小	 長野県駒ケ根市	 212,341
㉞高津小	 愛媛県新居浜市	 212,061
㉟小俣小	 三重県伊勢市	 211,878
㊱明野小	 三重県伊勢市	 211,823
㊲かすみの里	 東京都青梅市	 210,569
㊳坪井小	 千葉県船橋市	 198,859
㊴菅中	 川崎市多摩区	 197,514
㊵那波中	 兵庫県相生市	 196,315
㊶仲本小	 さいたま市浦和区	195,845
㊷奥田小	 富山市	 195,500
㊸南桜塚小	 大阪府豊中市	 195,054
㊹豊田小	 静岡県焼津市	 194,055
㊺市場小	 横浜市鶴見区	 192,444
㊻久世中	 岡山県真庭市	 191,272
㊼徳和小	 三重県松阪市	 189,373

㊽安城特別支援学校
		 愛知県安城市	 182,624
㊾子安小	 横浜市神奈川区	 181,030
㊿前渡小　　茨城県ひたちなか市	180,803
�久米中	 松山市	 180,776
�中島小	 岡山県倉敷市	 178,566
�米丸小	 金沢市	 178,459
�綾瀬小	 東京都足立区	 177,771
�みなみ野君田小
		 東京都八王子市	 176,370
�服織小	 静岡市葵区	 176,079
�東小	 愛知県津島市	 175,165
�船引小	 福島県田村市	 174,833
�柏尾小	 横浜市戸塚区	 174,562
�栗ガ丘小	 長野県小布施町	 173,694
�鳩里小	 兵庫県加古川市	 173,578
�林小	 高松市	 173,508
�松浪小	 神奈川県茅ケ崎市	172,282
�東小	 静岡県富士宮市	 170,609
�永明小	 長野県茅野市	 170,166
�中筋小	 広島市安佐南区	 169,813
�第四小	 秋田県能代市	 169,175
�山辺小	 長野県松本市	 167,930
�荒川小	 青森市	 167,376
�高千帆小　山口県山陽小野田市	166,507
�大砂土東小	 さいたま市見沼区	166,357
�中原小	 千葉県柏市	 165,986
�三郷小	 長野県安曇野市	 165,775

�淵野辺小	 相模原市中央区	 164,601
�吉備小	 岡山市北区	 164,545
�習志野台第一小　千葉県船橋市	164,189
�波田小	 長野県松本市	 163,670
�温知小	 岐阜県池田町	 161,935
�保原小	 福島県伊達市	 161,651
�久地小	 川崎市高津区	 161,188
�南古谷小	 埼玉県川越市	 160,295
�矢田野小	 石川県小松市	 159,962
�嵯峨野小	 京都市右京区	 159,876
�栗林小	 高松市	 159,099
�久米小	 山口県周南市	 158,930
�大宮東小	 さいたま市大宮区	158,851
�東濃特別支援学校
		 岐阜県土岐市	 158,795
�五常小	 大阪府枚方市	 158,353
�玉里保育園	 茨城県小美玉市	 158,349
�富陽小	 石川県野々市市	 158,348
�常盤小	 大阪市阿倍野区	 157,699
�河西小	 滋賀県守山市	 157,437
�どんぐり学園　愛知県豊明市	 157,426
�登美丘西小	 堺市東区	 156,684
�伊島小	 岡山市北区	 156,504
�豊小	 福井市	 156,382
�中尾小	 さいたま市緑区	 155,941
�大府小	 愛知県大府市	 155,616
�大和田南小	 千葉県八千代市	 155,609
�栄小	 愛知県豊橋市	 155,529

①小平第十五小　東京都小平市	1,157,913
②中野学園オイスカ高
		 浜松市西区	 848,444
③相知小	 佐賀県唐津市	 778,072
④幼保連携型認定こども園大阪国際大和田
幼稚園	 大阪府守口市	 540,081
⑤岡崎平和学園　愛知県岡崎市	 462,004
⑥くすのき特別支援学校
		 愛知県豊橋市	 406,648
⑦小高産業技術高
		 福島県南相馬市	 402,242
⑧長沼小	 長野市	 383,700
⑨寒河江小	 山形県寒河江市	 332,125
⑩豊富小中	 兵庫県姫路市	 308,693
⑪国際医療福祉大
		 栃木県大田原市	 306,743
⑫松岩小	 宮城県気仙沼市	 300,966
⑬東北中	 新潟県長岡市	 298,903
⑭武生南小	 福井県越前市	 295,549
⑮勝沼授産園	 山梨県甲州市	 276,560
⑯戸山小	 東京都新宿区	 273,106
⑰高木瀬小	 佐賀市	 266,324
⑱学文中	 兵庫県西宮市	 257,589
⑲長尾中	 兵庫県宝塚市	 238,973
⑳清水入江小	 静岡市清水区	 238,518

北海道＜1,242＞
①北海道旭川養護学校
		 旭川市	 86,082
②清川小	 帯広市	 81,906
③手稲山口小
　　　　　　札幌市手稲区	 79,076
④泉野小	 苫小牧市	 74,150
⑤第一小	 岩見沢市	 73,161
⑥稲田小	 帯広市	 68,802
⑦旭川東光幼稚園　旭川市	 66,869
⑧緑丘小　　札幌市中央区	 63,880
⑨太平南小	 　〃　北区	 62,192
⑩東小	 伊達市	 62,098
⑪元町北小	 札幌市東区	 61,605
⑫上江別小	 江別市	 60,377
⑬大谷地東小
　　　　　　札幌市厚別区	 57,606
⑭西野第二小	 　〃　西区	 53,284
⑮山の手南小	 　〃　西区	 52,664
⑯栄西小	 　〃　東区	 50,865
⑰北光小	 苫小牧市	 49,492
⑱円山小　札幌市中央区	 48,402
⑲藻岩小	 　〃　南区	 47,352
⑳留萌小	 留萌市	 46,582

青森県＜359＞
①浜田小	 青森市	 223,478
②荒川小	 　〃　	 167,376
③柏小	 つがる市	 147,740
④黒石東小	 黒石市	 145,704
⑤柏崎小	 八戸市	 137,458
⑥根城小	 　〃　	 123,190
⑦堤小	 青森市	 112,869
⑧時敏小	 弘前市	 109,357
⑨新井田小	 八戸市	 107,775
⑩豊田小	 弘前市	 107,186
⑪吹上小	 八戸市	 103,021
⑫戸山西小	 青森市	 91,203
⑬藤崎小	 藤崎町	 89,474
⑭小柳小	 青森市	 88,057
⑮大鰐小	 大鰐町	 75,035
⑯堀越小	 弘前市	 73,741
⑰浪打小	 青森市	 72,891
⑱五戸小	 五戸町	 67,677
⑲小和森小	 平川市	 67,158
⑳長者小	 八戸市	 66,449

岩手県＜254＞
①城北小	 盛岡市	 118,244
②水沢小	 奥州市	 103,628
③煙山小	 矢巾町	 88,873
④大新小	 盛岡市	 84,364
⑤千徳小	 宮古市	 70,383
⑥黒沢尻東小	 北上市	 70,076
⑦厨川小	 盛岡市	 67,563
⑧仙北小	 　〃　	 65,143
⑨飯豊小	 北上市	 62,607
⑩城南小	 盛岡市	 58,190
⑪常盤小	 奥州市	 52,787
⑫北厨川小	 盛岡市	 51,337
⑬矢巾東小	 矢巾町	 46,310
⑭宮古泉幼稚園　宮古市	 43,930
⑮滝沢中央小	 滝沢市	 43,126
⑯高松小	 盛岡市	 38,103
⑰一関小	 一関市	 33,794
⑱真城小	 奥州市	 33,009
⑲津志田小	 盛岡市	 32,272
⑳高田東中	 陸前高田市	 31,842

宮城県＜442＞
①松岩小	 気仙沼市	 300,966
②伊里前小	 南三陸町	 133,219
③赤井小	 東松島市	 116,207
④古川第二小	 大崎市	 110,711
⑤荒町小　仙台市若林区	 105,956
⑥岩沼西小	 岩沼市	 105,612
⑦古川第三小	 大崎市	 99,574
⑧県立聴覚支援学校
　　　　　　仙台市太白区	 98,348
⑨山王小	 多賀城市	 94,132
⑩白石第二小	 白石市	 89,798
⑪小松島小　仙台市青葉区	 82,091
⑫矢本東小	 東松島市	 81,786
⑬西山学院高	 七ケ宿町	 78,599
⑭榴岡小　仙台市宮城野区	 78,227
⑮宮城野小		　〃　宮城野区	73,741
⑯宮城教育大学附属小
　　　　　　　〃　青葉区	 71,030
⑰柳生小　　　〃　太白区	 69,396
⑱中田小　　　〃　太白区	 66,564
⑲古川第五小	 大崎市	 64,359
⑳涌谷第一小	 涌谷町	 63,015

秋田県＜206＞
①第四小	 能代市	 169,175
②外旭川小	 秋田市	 90,691
③渟城西小	 能代市	 77,360
④城西小	 大館市	 75,889
⑤二ツ井小	 能代市	 65,970
⑥御所野小	 秋田市	 57,548
⑦西目こども園		由利本荘市	56,438
⑧有浦小	 大館市	 52,644
⑨大館ホテヤこども園
		 　〃　	 48,489
⑩牛島小	 秋田市	 42,199
⑪鶴舞小	 由利本荘市	 41,126
⑫泉小	 秋田市	 37,580
⑬勝平小	 　〃　	 37,186
⑭横手南小	 横手市	 32,809
⑮旭北小	 秋田市	 30,599
⑯湯沢西小	 湯沢市	 30,338
⑰土崎南小	 秋田市	 28,103
⑱峰浜小	 八峰町	 27,767
⑲大曲小	 大仙市	 27,696
⑳城南小	 大館市	 26,123

福島県＜528＞
①小高産業技術高
		 南相馬市	 402,242
②船引小	 田村市	 174,833
③保原小	 伊達市	 161,651
④植田小	 いわき市	 142,983
⑤謹教小	 会津若松市	138,593
⑥森合小	 福島市	 134,233
⑦一箕小	 会津若松市	132,344
⑧あぶくま支援学校
		 郡山市	 120,446
⑨富田東小	 　〃　	 117,444
⑩汐見が丘小	 いわき市	 108,515
⑪原町第一小	 南相馬市	 89,118
⑫平野小	 福島市	 88,793
⑬大森小	 　〃　	 87,224
⑭瀬上小	 　〃　	 87,174
⑮渡利小	 　〃　	 84,464
⑯みさか小	 白河市	 83,854
⑰福島大学附属小　福島市	 82,994
⑱鎌田小	 　〃　	 74,727
⑲笹谷小	 　〃　	 74,626
⑳第一小	 須賀川市	 73,980

茨城県＜602＞
①前渡小　ひたちなか市	 180,803
②玉里保育園	 小美玉市	 158,349
③下妻小友幼稚園　下妻市	140,928
④田彦小　　ひたちなか市	139,357
⑤大久保小	 日立市	 134,736
⑥中根小	 牛久市	 131,027
⑦宮和田小	 取手市	 122,818
⑧金沢小	 日立市	 113,703
⑨笠原小	 水戸市	 113,692
⑩市毛小　　ひたちなか市	109,843
⑪豊浦小	 日立市	 108,852
⑫認定こども園ふたば文化
		 下妻市	 107,347
⑬東石川小　ひたちなか市	101,108
⑭水木小	 日立市	 89,127
⑮助川小	 　〃　	 86,376
⑯大沼小	 　〃　	 84,654
⑰酒門小	 水戸市	 84,106
⑱浜田小	 　〃　	 83,395
⑲緑岡小	 　〃　	 82,612
⑳五霞中	 五霞町	 81,186

栃木県＜384＞
①国際医療福祉大
		 大田原市	 306,743
②上三川小	 上三川町	 139,821
③西那須野幼稚園
		 那須塩原市	112,800
④御幸小	 宇都宮市	 105,166
⑤泉が丘小	 　〃　	 100,201
⑥石井小	 　〃　	 96,661
⑦岡本西小	 　〃　	 85,913
⑧小山城東小	 小山市	 85,792
⑨瑞穂台小	 宇都宮市	 84,696
⑩雀宮南小	 　〃　	 67,290
⑪宮の原小	 　〃　	 63,572
⑫豊郷中央小	 　〃　	 60,464
⑬五代小	 　〃　	 58,070
⑭岡本小	 　〃　	 53,831
⑮真岡西小	 真岡市	 53,325
⑯雀宮中央小	 宇都宮市	 52,860
⑰戸祭小	 　〃　	 52,710
⑱陽南小	 　〃　	 48,661
⑲さくらんぼ幼稚園
		 　〃　	 46,675
⑳国分寺特別支援学校
		 下野市	 46,338

群馬県＜332＞
①駒形小	 太田市	 153,579
②旭小	 　〃　	 105,295
③中之条小	 中之条町	 103,791
④倉賀野小	 高崎市	 100,267
⑤北小	 榛東村	 88,412
⑥東小	 前橋市	 85,071
⑦安中小	 安中市	 77,651
⑧沢野中央小	 太田市	 73,661
⑨あずま北小	 伊勢崎市	 70,714
⑩西小	 高崎市	 54,746
⑪原市小	 安中市	 54,042
⑫中川小	 高崎市	 51,096
⑬第一小	 館林市	 48,726
⑭新田小	 前橋市	 46,968
⑮金島小	 渋川市	 46,680
⑯永明小	 前橋市	 46,198
⑰原町小	 東吾妻町	 45,935
⑱第六中	 前橋市	 42,531
⑲岩神小	 　〃　	 41,406
⑳沼田小	 沼田市	 39,175

埼玉県＜1,125＞
①仲本小
　　　　さいたま市浦和区	195,845
②大砂土東小
　　　　　　　〃　見沼区	166,357
③南古谷小	 川越市	 160,295
④大宮東小
　　　　さいたま市大宮区	158,851
⑤中尾小　　　　〃　緑区	155,941
⑥南浦和小　　　〃　南区	149,400
⑦蓮沼小　　　〃　見沼区	143,769
⑧仲町小　　　〃　浦和区	141,931
⑨海老沼小　　〃　見沼区	134,936
⑩大谷小　　　〃　見沼区	128,302
⑪土合小　　　〃　　桜区	127,344
⑫大宮別所小　　〃　北区	126,012
⑬栗橋小	 久喜市	 125,109
⑭嶋根学園・川口しらぎく幼稚園
		 川口市	 122,682
⑮与野西北小
　　　　さいたま市中央区	121,373
⑯原市小	 上尾市	 119,184
⑰藤沢北小	 入間市	 118,503
⑱熊谷東小	 熊谷市	 118,426
⑲富士見小	 狭山市	 117,602
⑳加須小	 加須市	 117,272

千葉県＜1,030＞
①西志津小	 佐倉市	 216,932
②坪井小	 船橋市	 198,859
③中原小	 柏市	 165,986
④習志野台第一小　船橋市	164,189
⑤大和田南小	 八千代市	 155,609
⑥原小	 印西市	 154,609
⑦行徳小	 市川市	 148,321
⑧柿ノ木台小	 松戸市	 134,594
⑨富里小	 富里市	 130,201
⑩柏第三小	 柏市	 125,684
⑪蘇我小　　千葉市中央区	125,492
⑫矢切小	 松戸市	 121,004
⑬二和小	 船橋市	 116,198
⑭大和田西小	 八千代市	 115,400
⑮南小	 浦安市	 111,210
⑯祇園小	 木更津市	 109,677
⑰若宮小	 市川市	 109,494
⑱小山小	 流山市	 102,512
⑲幸小	 市川市	 102,270
⑳牧園小	 市原市	 101,616

東京都＜1,897＞
①小平第十五小　小平市	1,157,913
②戸山小	 新宿区	 273,106
③開進第一小	 練馬区	 225,578
④東京学芸大学附属大泉小
		 　〃　	 223,293
⑤かすみの里	 青梅市	 210,569
⑥綾瀬小	 足立区	 177,771
⑦みなみ野君田小
		 八王子市	 176,370
⑧府中第一小	 府中市	 144,652
⑨中村小	 練馬区	 117,815
⑩大蔵小	 町田市	 115,211
⑪いずみの森義務教育学校
		 八王子市	 111,516
⑫高井戸小	 杉並区	 111,329
⑬砧南小	 世田谷区	 108,293
⑭雪谷小	 大田区	 107,525
⑮南成瀬小	 町田市	 106,335
⑯南陽小	 江東区	 106,082
⑰明星小	 府中市	 105,568
⑱大泉東小	 練馬区	 103,357
⑲矢口西小	 大田区	 102,457
⑳杉並第九小	 杉並区	 99,609

神奈川県＜1,385＞
①善部小　　　横浜市旭区	216,572
②菅中　　　川崎市多摩区	197,514
③市場小　　横浜市鶴見区	192,444
④子安小　　〃　神奈川区	181,030
⑤柏尾小　　　〃　戸塚区	174,562
⑥松浪小	 茅ケ崎市	 172,282
⑦淵野辺小
　　　　　相模原市中央区	164,601
⑧久地小　　川崎市高津区	161,188
⑨東戸塚小　横浜市戸塚区	153,984
⑩緑野小	 大和市	 150,463
⑪北の台小	 綾瀬市	 146,194
⑫上菅田笹の丘小
　　　　横浜市保土ケ谷区	144,241
⑬麻溝小　　相模原市南区	141,406
⑭西有馬小　川崎市宮前区	138,272
⑮中野島小　　〃　多摩区	137,668
⑯中丸小　横浜市神奈川区	134,434
⑰池上小	 横須賀市	 133,511
⑱古川小	 川崎市幸区	130,767
⑲常盤台小
　　　　横浜市保土ケ谷区	126,739
⑳綾瀬小	 綾瀬市	 126,685

新潟県＜504＞
①東北中	 長岡市	 298,903
②東山の下小	 新潟市東区	154,619
③小千谷小	 小千谷市	 138,459
④大形小	 新潟市東区	136,717
⑤柏崎小	 柏崎市	 101,516
⑥大手町小	 上越市	 92,472
⑦糸魚川東小	 糸魚川市	 77,771
⑧高志小	 上越市	 73,904
⑨春日小	 　〃　	 71,554
⑩ふれあいの丘支援学校
		 十日町市	 60,934
⑪ジュニアスクール認定こども園第
一幼稚園	 長岡市	 55,791
⑫亀田平和の園保育園
　　　　　　新潟市江南区	 51,602
⑬小出小	 魚沼市	 51,149
⑭坂井輪小	 新潟市西区	 50,790
⑮太夫浜小	 　〃　北区	 49,738
⑯糸魚川小	 糸魚川市	 45,472
⑰高田特別支援学校		上越市	44,923
⑱枇杷島小	 柏崎市	 43,737
⑲八千浦小	 上越市	 41,624
⑳横越小　　新潟市江南区	 41,336

富山県＜337＞
①大島小	 射水市	 227,099
②奥田小	 富山市	 195,500
③新庄小	 　〃　	 143,128
④高岡支援学校　高岡市	 105,411
⑤新庄北小	 富山市	 95,074
⑥熊野小	 　〃　	 86,305
⑦呉羽小	 　〃　	 85,596
⑧野村小	 高岡市	 84,495
⑨柳町小	 富山市	 81,341
⑩堀川小	 　〃　	 80,987
⑪芝園小	 　〃　	 80,921
⑫福野小	 南砺市	 74,892
⑬月岡小	 富山市	 73,757
⑭五福小	 　〃　	 73,230
⑮成美小	 高岡市	 71,273
⑯芝園中	 富山市	 67,542
⑰戸出東部小	 高岡市	 66,530
⑱光陽小	 富山市	 65,960
⑲しらとり支援学校	 　〃　65,626
⑳堀川南小	 　〃　	 62,031

山形県＜216＞
①寒河江小	 寒河江市	 332,125
②みくに学園天童みくに幼稚園	
		 天童市	 107,060
③朝暘第三小	 鶴岡市	 100,263
④朝暘第四小	 　〃　	 100,247
⑤東部小	 米沢市	 53,521
⑥日新小	 新庄市	 46,632
⑦朝暘第二小	 鶴岡市	 44,933
⑧宮野浦小	 酒田市	 43,384
⑨天童北部小	 天童市	 36,668
⑩河北幼稚園	 河北町	 36,572
⑪余目第二小	 庄内町	 34,953
⑫みどり幼稚園　鶴岡市	 30,958
⑬向町小	 最上町	 30,154
⑭金井こども園　山形市	 29,168
⑮月かげ幼稚園　　〃　	 27,643
⑯新庄小	 新庄市	 25,514
⑰松川小	 米沢市	 23,930
⑱西小	 山形市	 20,422
⑲泉小	 酒田市	 17,126
⑳真室川あさひ小		真室川町	15,594

石川県＜287＞
①米丸小	 金沢市	 178,459
②矢田野小	 小松市	 159,962
③富陽小	 野々市市	 158,348
④野々市小	 　〃　	 145,082
⑤宝達中	 宝達志水町	121,618
⑥徳野学園津幡とくの幼稚園	
		 津幡町	 118,056
⑦羽咋小	 羽咋市	 115,462
⑧こばと保育園　小松市	 105,911
⑨大徳小	 金沢市	 100,503
⑩押野小	 　〃　	 97,524
⑪認定こども園うのけ幼稚園	
		 かほく市	 93,401
⑫扇台小	 金沢市	 83,694
⑬庄小	 加賀市	 83,414
⑭小坂小	 金沢市	 83,314
⑮明和特別支援学校
		 野々市市	 83,240
⑯緑小	 金沢市	 82,671
⑰額小	 　〃　	 75,835
⑱粟崎小	 　〃　	 74,141
⑲十一屋小	 　〃　	 73,774
⑳宇ノ気中	 かほく市	 71,335

福井県＜212＞
①武生南小	 越前市	 295,549
②豊小	 福井市	 156,382
③神明小	 鯖江市	 149,532
④国高小	 越前市	 149,476
⑤和田小	 福井市	 127,639
⑥高椋小	 坂井市	 116,406
⑦立待小	 鯖江市	 115,175
⑧春江東小	 坂井市	 106,657
⑨気山小	 若狭町	 101,563
⑩明道中	 福井市	 98,893
⑪福井南特別支援学校
		 　〃　	 77,988
⑫成器南小	 勝山市	 76,810
⑬武生西小	 越前市	 74,942
⑭小浜中	 小浜市	 62,186
⑮中央中	 鯖江市	 61,178
⑯美浜中央小	 美浜町	 52,505
⑰玉ノ江こども園　福井市	 45,224
⑱宝永小	 　〃　	 43,785
⑲粟野南小	 敦賀市	 43,485
⑳雲浜小	 小浜市	 42,414
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山梨県＜178＞
①勝沼授産園	 甲州市	 276,560
②小立小　　富士河口湖町	 47,115
③駿台甲府小	 甲府市	 35,206
④谷村第一小	 都留市	 34,282
⑤増穂小	 富士川町	 27,635
⑥猿橋小	 大月市	 25,614
⑦塩山南小	 甲州市	 24,845
⑧忍野小	 忍野村	 21,293
⑨山梨小	 山梨市	 20,421
⑩双葉幼稚園	 　〃　	 19,150
⑪峡南幼稚園	 富士川町	 13,955
⑫ハーモニー	 笛吹市	 13,625
⑬甲府南高	 甲府市	 13,457
⑭富士聖ヨハネ学園
		 忍野村	 13,312
⑮げんき夢こども園
		 昭和町	 10,364
⑯豊小　　　南アルプス市	 10,224
⑰つつじ幼稚園　山梨市	 9,223
⑱上野原小	 上野原市	 8,782
⑲しらゆり幼稚園　甲府市	 7,924
⑳山梨北中	 山梨市	 6,543

長野県＜542＞
①長沼小	 長野市	 383,700
②赤穂小	 駒ケ根市	 212,341
③栗ガ丘小	 小布施町	 173,694
④永明小	 茅野市	 170,166
⑤山辺小	 松本市	 167,930
⑥三郷小	 安曇野市	 165,775
⑦波田小	 松本市	 163,670
⑧明善中	 　〃　	 150,837
⑨桔梗小	 塩尻市	 129,806
⑩島内小	 松本市	 120,099
⑪開明小	 　〃　	 115,912
⑫竜峡中	 飯田市	 107,536
⑬吉田小	 長野市	 100,103
⑭旭町小	 松本市	 94,046
⑮筑摩野中	 　〃　	 90,735
⑯芝沢小	 　〃　	 90,274
⑰辰野中	 辰野町	 90,272
⑱松島中	 松本市	 90,002
⑲寿小	 　〃　	 86,804
⑳神川小	 上田市	 85,702

岐阜県＜561＞
①正木小	 羽島市	 216,166
②温知小	 池田町	 161,935
③東濃特別支援学校
		 土岐市	 158,795
④鶉小	 岐阜市	 135,813
⑤脇之島小	 多治見市	 124,492
⑥東小	 大垣市	 118,455
⑦揖斐特別支援学校
		 揖斐川町	 109,133
⑧墨俣小	 大垣市	 99,402
⑨安井小	 　〃　	 95,041
⑩三輪南小	 岐阜市	 89,759
⑪八幡小	 池田町	 86,998
⑫大垣市立南小　大垣市	 83,025
⑬那加第一小	 各務原市	 80,849
⑭飛騨吉城特別支援学校
		 飛騨市	 79,801
⑮岐阜本巣特別支援学校
		 岐阜市	 75,271
⑯ひよし幼稚園　各務原市	 65,273
⑰たから幼稚園
		 美濃加茂市	 63,856
⑱西小	 大垣市	 63,569
⑲北方小	 北方町	 62,478
⑳上原小	 下呂市	 61,036

愛知県＜1,288＞
①岡崎平和学園　岡崎市	 462,004
②くすのき特別支援学校
		 豊橋市	 406,648
③安城特別支援学校
		 安城市	 182,624
④東小	 津島市	 175,165
⑤どんぐり学園　豊明市	 157,426
⑥大府小	 大府市	 155,616
⑦栄小	 豊橋市	 155,529
⑧三島小	 岡崎市	 153,786
⑨宮田小	 江南市	 151,164
⑩梅ケ丘学園	 豊田市	 134,733
⑪石ケ瀬小	 大府市	 133,150
⑫日進中	 日進市	 132,477
⑬高浜中	 高浜市	 129,023
⑭米山寮	 岡崎市	 128,308
⑮幸小	 豊橋市	 120,897
⑯布袋小	 江南市	 109,921
⑰桜町小	 安城市	 107,042
⑱小正小	 稲沢市	 100,373
⑲高台寺小	 津島市	 98,266
⑳長久手小	 長久手市	 97,905

三重県＜450＞
①小俣小	 伊勢市	 211,878
②明野小	 　〃　	 211,823
③徳和小	 松阪市	 189,373
④旭が丘小	 鈴鹿市	 122,809
⑤在良小	 桑名市	 119,255
⑥有緝小	 伊勢市	 111,158
⑦北勢中	 いなべ市	 99,764
⑧厚生小	 伊勢市	 91,396
⑨八郷小	 四日市市	 84,956
⑩大山田北小	 桑名市	 80,380
⑪常磐小	 四日市市	 79,316
⑫明倫小	 伊勢市	 79,037
⑬中部西小	 四日市市	 77,954
⑭つつじが丘小　名張市	 76,762
⑮富田文化幼稚園
		 四日市市	 76,032
⑯杉の子特別支援学校
		 鈴鹿市	 75,048
⑰明和中	 明和町	 70,231
⑱城南小	 桑名市	 68,881
⑲一身田小	 津市	 66,853
⑳鵜方小	 志摩市	 66,707

滋賀県＜373＞
①河西小	 守山市	 157,437
②堅田小	 大津市	 145,572
③長浜小	 長浜市	 111,490
④中主小	 野洲市	 99,152
⑤瀬田南小	 大津市	 86,824
⑥金田幼稚園	 近江八幡市	 85,009
⑦高月小	 長浜市	 84,984
⑧立入が丘小	 守山市	 79,885
⑨坂田小	 米原市	 77,629
⑩下阪本小	 大津市	 75,852
⑪びわ南小	 長浜市	 73,670
⑫守山小	 守山市	 73,498
⑬渋川小	 草津市	 72,989
⑭笠縫東小	 　〃　	 64,039
⑮伴谷小	 甲賀市	 61,905
⑯カナリヤ保育園　守山市	 61,353
⑰立北中	 長浜市	 59,879
⑱志津小	 草津市	 58,474
⑲ひまわり幼児園
		 東近江市	 57,226
⑳笠縫小	 草津市	 56,627

兵庫県＜1,265＞
①豊富小中	 姫路市	 308,693
②学文中	 西宮市	 257,589
③長尾中	 宝塚市	 238,973
④那波中	 相生市	 196,315
⑤鳩里小	 加古川市	 173,578
⑥人丸小	 明石市	 146,337
⑦魚崎小　　神戸市東灘区	142,559
⑧小野中	 小野市	 140,650
⑨高岡小	 姫路市	 137,830
⑩若宮小	 加古川市	 137,591
⑪広峰小	 姫路市	 129,143
⑫野口小	 加古川市	 127,682
⑬けやき台中	 三田市	 126,496
⑭野口南小	 加古川市	 125,075
⑮飛松中　　神戸市須磨区	124,787
⑯勝原小	 姫路市	 122,951
⑰平岡東小	 加古川市	 121,961
⑱本庄中　　神戸市東灘区	121,622
⑲平岡北小	 加古川市	 120,751
⑳別所小	 姫路市	 119,425

奈良県＜385＞
①あやめ池小	 奈良市	 138,023
②伏見小	 　〃　	 125,638
③下田小	 香芝市	 110,444
④郡山南小	 大和郡山市	 89,699
⑤富雄中	 奈良市	 83,981
⑥真菅小	 橿原市	 67,464
⑦河合第一小	 河合町	 64,619
⑧真美ケ丘西小　香芝市	 63,824
⑨斑鳩東小	 斑鳩町	 62,435
⑩榛原東小	 宇陀市	 58,609
⑪奈良学園登美ヶ丘
		 奈良市	 58,496
⑫西大寺北小	 　〃　	 57,122
⑬鹿ノ台小	 生駒市	 56,502
⑭浮孔小	 大和高田市	 56,055
⑮はなさとこども園
		 平群町	 55,581
⑯當麻小	 葛城市	 53,071
⑰平群北小	 平群町	 52,983
⑱真弓小	 生駒市	 52,119
⑲耳成西小	 橿原市	 51,128
⑳朱雀小	 奈良市	 51,056

和歌山県＜313＞
①安原小	 和歌山市	 108,858
②野崎西小	 　〃　	 93,347
③鷺森幼稚園	 　〃　	 86,258
④高松小	 　〃　	 64,567
⑤西貴志小	 紀の川市	 60,599
⑥南部小	 みなべ町	 59,526
⑦王子ヶ浜小	 新宮市	 56,846
⑧藤戸台小	 和歌山市	 54,627
⑨会津小	 田辺市	 53,062
⑩貴志小	 和歌山市	 51,755
⑪勝浦小	 那智勝浦町	 48,930
⑫田中小	 紀の川市	 48,645
⑬砂山小	 和歌山市	 47,016
⑭高城小	 みなべ町	 46,105
⑮南部中	 　〃　	 45,445
⑯西脇小	 和歌山市	 42,164
⑰有功小	 　〃　	 41,396
⑱御坊小	 御坊市	 39,607
⑲広川なかよし子ども園
		 広川町	 39,240
⑳湯川小	 御坊市	 37,814

京都府＜542＞
①嵯峨野小　京都市右京区	159,876
②藤ノ森小　　〃　伏見区	126,713
③南大内小	 　〃　南区	 95,171
④仁和小　　　〃　上京区	 91,684
⑤嵐山小　　　〃　右京区	 87,438
⑥聖ドミニコ学院京都幼稚園
　　　　　　　〃　上京区	 86,952
⑦川岡小　　　〃　西京区	 86,673
⑧園部第二小	 南丹市	 82,186
⑨葛野小　　京都市右京区	 77,132
⑩修学院第二小
　　　　　　　〃　左京区	 76,139
⑪峰山こども園　京丹後市	 69,239
⑫久世西小	 京都市南区	 65,300
⑬砂川小　　　〃　伏見区	 63,870
⑭樫原小　　　〃　西京区	 57,849
⑮岩倉南小　　〃　左京区	 57,429
⑯唐橋小	 　〃　南区	 57,422
⑰山ノ内小　　〃　右京区	 55,552
⑱久我の杜小
　　　　　　　〃　伏見区	 54,032
⑲南つつじヶ丘小　亀岡市	 53,115
⑳松井ケ丘幼稚園
		 京田辺市	 52,437

鳥取県＜151＞
①就将小	 米子市	 84,604
②かもめ幼稚園　　〃　	 73,740
③河北小	 倉吉市	 72,867
④成徳小	 　〃　	 42,725
⑤久松小	 鳥取市	 41,336
⑥良善幼稚園	 米子市	 41,261
⑦あけぼの幼稚園　　〃　	 31,405
⑧北中	 鳥取市	 30,534
⑨かいけ心正こども園
		 米子市	 27,702
⑩南中	 鳥取市	 25,201
⑪にしき幼稚園　米子市	 24,170
⑫若草学園	 鳥取市	 21,372
⑬余子小	 境港市	 20,506
⑭日吉津保育所　日吉津村	 19,954
⑮崎津小	 米子市	 19,235
⑯河崎小	 　〃　	 19,046
⑰まつざきこども園
		 湯梨浜町	 17,308
⑱とうごうこども園
		 　〃　	 15,908
⑲八橋小	 琴浦町	 13,394
⑳小さき花園幼稚園
		 鳥取市	 13,312

岡山県＜565＞
①横井小	 岡山市北区	237,846
②幡多小	 　〃　中区	215,093
③久世中	 真庭市	 191,272
④中島小	 倉敷市	 178,566
⑤吉備小	 岡山市北区	164,545
⑥伊島小	 　〃　北区	156,504
⑦万寿小	 倉敷市	 135,119
⑧西小	 岡山市北区	126,333
⑨思誠小	 新見市	 119,171
⑩中庄小	 倉敷市	 117,740
⑪岡山大附小	 岡山市中区	115,130
⑫葦高小	 倉敷市	 113,579
⑬高島小	 岡山市中区	108,962
⑭岡山中央小	 　〃　北区	105,823
⑮茶屋町小	 倉敷市	 102,284
⑯宇野小	 岡山市中区	 87,062
⑰笠岡東中	 笠岡市	 84,010
⑱大野小	 岡山市北区	 83,752
⑲福田中	 倉敷市	 81,424
⑳芳泉小	 岡山市南区	 80,274

広島県＜717＞
①中筋小　広島市安佐南区	169,813
②佐方小	 廿日市市	 128,363
③阿賀小	 呉市	 125,728
④府中小	 府中町	 121,336
⑤中黒瀬小	 東広島市	 120,745
⑥三ツ城小	 　〃　	 118,092
⑦祇園小　広島市安佐南区	108,839
⑧坪内小	 呉市	 106,173
⑨伴小　　広島市安佐南区	 99,449
⑩原小　　　〃　安佐南区	 99,320
⑪大野東小	 廿日市市	 99,261
⑫三篠小	 広島市西区	 98,735
⑬伴南小　　〃　安佐南区	 90,225
⑭皆実小	 　〃　南区	 84,923
⑮向東小	 尾道市	 84,559
⑯幟町小	 広島市中区	 83,364
⑰大野西小	 廿日市市	 82,198
⑱牛田新町小	 広島市東区	 81,402
⑲海田東小	 海田町	 80,302
⑳庚午小	 広島市西区	 77,942

山口県＜458＞
①高千帆小　山陽小野田市	166,507
②久米小	 周南市	 158,930
③富田西小	 　〃　	 149,557
④山の田小	 下関市	 148,412
⑤豊浦小	 　〃　	 146,631
⑥徳山小	 周南市	 136,643
⑦富田東小	 　〃　	 126,798
⑧菊川小	 　〃　	 115,678
⑨川中小	 下関市	 113,548
⑩小野田小　山陽小野田市	111,690
⑪文関小	 下関市	 111,175
⑫浅江小	 光市	 109,265
⑬平田小	 岩国市	 104,327
⑭熊野小	 下関市	 101,510
⑮山口大附山口小　山口市	 97,836
⑯華城小	 防府市	 96,566
⑰大殿小	 山口市	 94,883
⑱大嶺小	 美祢市	 86,529
⑲小郡小	 山口市	 83,236
⑳島田小	 光市	 83,139

徳島県＜210＞
①北島小	 北島町	 70,140
②八万小	 徳島市	 59,156
③福島小	 　〃　	 53,660
④北島南小	 北島町	 47,831
⑤徳島県立池田支援学校
		 三好市	 47,576
⑥藍住町立中央保育所
		 藍住町	 42,849
⑦徳島文理大附属幼稚園
		 徳島市	 39,883
⑧南井上小	 　〃　	 37,628
⑨池田小	 三好市	 35,290
⑩国府小	 徳島市	 35,088
⑪暁の星学園鳴門聖母幼稚園
		 鳴門市	 35,007
⑫黒崎小	 　〃　	 33,802
⑬石井小	 石井町	 33,800
⑭鴨島小	 吉野川市	 31,903
⑮昭和小	 徳島市	 30,647
⑯黒崎幼稚園	 鳴門市	 29,459
⑰鳴門西小	 　〃　	 27,735
⑱市場小	 阿波市	 27,622
⑲森山小	 吉野川市	 26,925
⑳内町小	 徳島市	 21,782

愛媛県＜364＞
①高津小	 新居浜市	 212,061
②久米中	 松山市	 180,776
③桑原小	 　〃　	 148,898
④新玉小	 　〃　	 130,389
⑤垣生小	 　〃　	 126,524
⑥生石小	 　〃　	 120,428
⑦石井北小	 　〃　	 112,207
⑧雄郡小	 　〃　	 102,459
⑨徳森保育所	 大洲市	 101,173
⑩石井東小	 松山市	 96,282
⑪余土小	 　〃　	 95,231
⑫椿小	 　〃　	 91,506
⑬清水小	 　〃　	 89,998
⑭鶴島小	 宇和島市	 89,093
⑮角野小	 新居浜市	 85,120
⑯味生第二小	 松山市	 81,547
⑰みどり小	 　〃　	 76,740
⑱和気小	 　〃　	 74,480
⑲宮前小	 　〃　	 70,036
⑳新居浜小	 新居浜市	 69,828

高知県＜175＞
①野市小	 香南市	 67,796
②高須小	 高知市	 61,857
③東山小	 四万十市	 55,742
④香我美小	 香南市	 49,777
⑤潮江小	 高知市	 43,557
⑥大宮小	 香美市	 38,820
⑦奈半利小	 奈半利町	 37,289
⑧蓮池小	 土佐市	 37,230
⑨梼原中	 梼原町	 36,764
⑩伊野小	 いの町	 35,320
⑪横内小	 高知市	 34,397
⑫はりまや橋小　　〃　	 32,690
⑬中村小	 四万十市	 32,586
⑭枝川小	 いの町	 32,167
⑮伊野南小	 　〃　	 30,992
⑯室戸小	 室戸市	 29,461
⑰高知小	 高知市	 25,657
⑱葉山小	 津野町	 24,871
⑲第二土佐山田幼稚園
		 香美市	 24,535
⑳城北中	 高知市	 23,582

福岡県＜1,025＞
①犀川小	 みやこ町	 112,871
②南小	 久留米市	 112,577
③可也小	 糸島市	 111,505
④福岡朝鮮初級学校
		 福岡市東区	102,442
⑤大利小	 大野城市	 101,170
⑥太宰府小	 太宰府市	 100,668
⑦前原小	 糸島市	 100,603
⑧築城特別支援学校
		 築上町	 95,365
⑨神興東小	 福津市	 93,209
⑩春日北小	 春日市	 84,656
⑪安徳北小	 那珂川市	 81,313
⑫大野南小	 大野城市	 81,122
⑬名島小	 福岡市東区	 80,191
⑭水城西小	 太宰府市	 80,122
⑮春住小　　福岡市博多区	 78,647
⑯久留米聴覚特別支援学校
		 久留米市	 75,323
⑰玉川小	 福岡市南区	 72,850
⑱板付小　　　〃　博多区	 68,665
⑲杷木小	 朝倉市	 66,930
⑳立石小	 　〃　	 65,077

佐賀県＜255＞
①相知小	 唐津市	 778,072
②高木瀬小	 佐賀市	 266,324
③弥生が丘小	 鳥栖市	 125,199
④日新小	 佐賀市	 89,943
⑤中原小	 みやき町	 89,276
⑥鍋島小	 佐賀市	 71,824
⑦鳥栖小	 鳥栖市	 66,995
⑧北茂安小	 みやき町	 66,355
⑨大坪小	 伊万里市	 65,331
⑩江北小	 江北町	 62,383
⑪致遠館中	 佐賀市	 57,162
⑫川上小	 　〃　	 54,582
⑬立花小	 伊万里市	 54,420
⑭上峰小	 上峰町	 52,989
⑮鳥栖北小	 鳥栖市	 49,303
⑯基山小	 基山町	 48,279
⑰嘉瀬小	 佐賀市	 43,663
⑱循誘小	 　〃　	 42,462
⑲東与賀小	 　〃　	 41,798
⑳城南中	 　〃　	 41,554

長崎県＜526＞
①西北小	 長崎市	 141,486
②長与小	 長与町	 116,029
③真津山小	 諫早市	 108,333
④大浦小	 長崎市	 98,222
⑤諫早小	 諫早市	 93,739
⑥北諫早小	 　〃　	 93,210
⑦喜々津小	 　〃　	 92,673
⑧旭が丘小	 大村市	 82,249
⑨伊良林小	 長崎市	 81,797
⑩戸町小	 　〃　	 81,301
⑪佐々小	 佐々町	 80,078
⑫小榊小	 長崎市	 69,598
⑬山里小	 　〃　	 66,119
⑭小栗小	 諫早市	 65,598
⑮時津北小	 時津町	 64,378
⑯三城小	 大村市	 64,162
⑰高尾小	 長崎市	 63,645
⑱西諫早小	 諫早市	 63,113
⑲桜町小	 長崎市	 62,411
⑳西浦上小	 　〃　	 61,809

大分県＜340＞
①豊府小	 大分市	 214,223
②咸宜小	 日田市	 154,022
③南大分小	 大分市	 140,430
④鶴見小	 別府市	 136,231
⑤大在西小	 大分市	 120,731
⑥宗方小	 　〃　	 115,508
⑦判田小	 　〃　	 113,026
⑧金池小	 　〃　	 110,647
⑨大在小	 　〃　	 106,593
⑩横瀬小	 　〃　	 96,659
⑪田尻小	 　〃　	 91,960
⑫明野西小	 　〃　	 90,355
⑬杵築小	 杵築市	 89,921
⑭津留小	 大分市	 82,044
⑮春木川小	 別府市	 81,112
⑯東稙田小	 大分市	 77,592
⑰桃園小	 　〃　	 75,450
⑱坂ノ市小	 　〃　	 69,587
⑲明治小	 　〃　	 69,213
⑳沖代小	 中津市	 67,324

宮崎県＜287＞
①吉行自治公民館　都城市	130,980
②三股西小	 三股町	 121,213
③西池小	 宮崎市	 110,993
④南小	 延岡市	 99,949
⑤大宮小	 宮崎市	 89,247
⑥高鍋東小	 高鍋町	 82,560
⑦日知屋東小	 日向市	 78,359
⑧小林小	 小林市	 76,804
⑨宮崎南小	 宮崎市	 75,358
⑩加納小	 　〃　	 74,855
⑪東海東小	 延岡市	 72,040
⑫南郷小	 日南市	 61,394
⑬大淀小	 宮崎市	 59,361
⑭木城小	 木城町	 54,845
⑮池内小	 宮崎市	 51,988
⑯明和小	 都城市	 51,947
⑰飯野小	 えびの市	 49,129
⑱財光寺小	 日向市	 45,179
⑲門川小	 門川町	 44,592
⑳高千穂小	 高千穂町	 44,154

鹿児島県＜575＞
①清和小	 鹿児島市	 147,823
②玉江小	 　〃　	 138,901
③伊敷中	 　〃　	 123,695
④朝日小	 奄美市	 90,922
⑤日当山小	 霧島市	 90,414
⑥谷山小	 鹿児島市	 89,940
⑦松元小	 　〃　	 89,200
⑧西谷山小	 　〃　	 81,180
⑨鶴丸高	 　〃　	 77,472
⑩原良小	 　〃　	 77,268
⑪福平小	 　〃　	 73,672
⑫串木野小
　　　　　いちき串木野市	 72,947
⑬育英小	 薩摩川内市	 72,945
⑭国分西小	 霧島市	 71,911
⑮草牟田小	 鹿児島市	 70,471
⑯八幡小	 　〃　	 70,258
⑰川上小	 　〃　	 67,811
⑱春山小	 　〃　	 67,800
⑲西紫原小	 　〃　	 66,352
⑳中郡小	 　〃　	 64,256

沖縄県＜253＞
①沖縄カトリック小
		 宜野湾市	 86,349
②高良小	 那覇市	 65,305
③城東小	 　〃　	 63,171
④高原小	 沖縄市	 54,782
⑤小禄小	 那覇市	 54,760
⑥とよみ小	 豊見城市	 52,287
⑦大宮小	 名護市	 45,581
⑧長嶺小	 豊見城市	 38,101
⑨石嶺小	 那覇市	 38,067
⑩宮里小	 沖縄市	 35,665
⑪豊見城小	 豊見城市	 34,452
⑫天久小	 那覇市	 33,712
⑬泊小	 　〃　	 30,835
⑭翔南小	 南風原町	 28,295
⑮金城小	 那覇市	 27,981
⑯美咲特別支援学校
		 沖縄市	 27,811
⑰南風原小	 南風原町	 27,238
⑱はごろも小	 宜野湾市	 23,097
⑲カトリック学園クララ幼稚園
		 与那原町	 20,498
⑳天妃小	 那覇市	 15,663

静岡県＜665＞
①中野学園オイスカ高
		 浜松市西区	848,444
②清水入江小
　　　　　　静岡市清水区	238,518
③和田小	 浜松市東区	226,160
④豊田小	 焼津市	 194,055
⑤服織小	 静岡市葵区	176,079
⑥東小	 富士宮市	 170,609
⑦黒田幼稚園	 　〃　	 154,319
⑧吉原小	 富士市	 152,678
⑨周南中	 袋井市	 146,556
⑩西豊田小　静岡市駿河区	141,899
⑪城山中	 磐田市	 134,680
⑫与進小	 浜松市東区	128,789
⑬静岡大附島田中　島田市	123,571
⑭新津小	 浜松市南区	118,068
⑮泉小	 　〃　中区	112,933
⑯清水袖師小
　　　　　　静岡市清水区	110,478
⑰富士根南小	 富士宮市	 106,759
⑱緑ケ丘学園	 磐田市	 99,088
⑲長田西小　静岡市駿河区	 96,967
⑳東中	 掛川市	 96,143

大阪府＜1,491＞
①幼保連携型認定こども園大阪国際
大和田幼稚園	 守口市	 540,081
②上野小	 豊中市	 219,501
③南桜塚小	 　〃　	 195,054
④五常小	 枚方市	 158,353
⑤常盤小　大阪市阿倍野区	157,699
⑥登美丘西小	 堺市東区	 156,684
⑦旭ケ丘小	 柏原市	 128,878
⑧東山田小	 吹田市	 126,453
⑨南百済小
　　　　　大阪市東住吉区	125,920
⑩大池小	 豊中市	 123,797
⑪豊川南小	 箕面市	 111,184
⑫金岡小	 堺市北区	 110,114
⑬南山田小	 吹田市	 109,660
⑭友渕中　　大阪市都島区	106,188
⑮北中島小　　〃　淀川区	103,173
⑯少路小	 豊中市	 99,091
⑰茨木保育園	 茨木市	 91,728
⑱南丘小	 豊中市	 85,784
⑲生駒学園	 東大阪市	 83,651
⑳西南小	 箕面市	 83,410

島根県＜281＞
①シオン保育園　西ノ島町	134,006
②島根大附義務教育学校前期課程
		 松江市	 68,485
③大野小	 　〃　	 47,487
④竹矢小	 　〃　	 47,217
⑤内中原小	 　〃　	 44,601
⑥浜山中	 出雲市	 43,225
⑦高津中	 益田市	 41,865
⑧西野小	 出雲市	 36,033
⑨出東小	 　〃　	 30,393
⑩南中	 　〃　	 26,903
⑪城北小	 松江市	 24,462
⑫法吉小	 　〃　	 22,994
⑬大庭小	 　〃　	 22,474
⑭三階小	 浜田市	 21,663
⑮桜江中	 江津市	 21,541
⑯荒木小	 出雲市	 20,745
⑰温泉津小	 大田市	 20,172
⑱江津清和養護学校
		 江津市	 19,828
⑲八雲小	 松江市	 19,406
⑳十神小	 安来市	 19,158

香川県＜254＞
①林小	 高松市	 173,508
②栗林小	 　〃　	 159,099
③太田南小	 　〃　	 140,862
④円座小	 　〃　	 137,031
⑤中央小	 　〃　	 124,940
⑥土庄小	 土庄町	 124,517
⑦志度小	 さぬき市	 123,696
⑧氷上小	 三木町	 111,063
⑨郡家小	 丸亀市	 109,271
⑩亀阜小	 高松市	 105,211
⑪坂出小	 坂出市	 102,890
⑫古高松小	 高松市	 99,845
⑬高松養護学校　　〃　	 98,261
⑭一宮小	 　〃　	 97,157
⑮木太南小	 　〃　	 75,865
⑯土庄中	 土庄町	 75,176
⑰豊浜小	 観音寺市	 71,368
⑱十河小	 高松市	 70,180
⑲四箇小	 多度津町	 67,165
⑳川添小	 高松市	 66,611

熊本県＜464＞
①広安小	 益城町	 129,990
②力合中	 熊本市南区	118,360
③菊池南中	 菊池市	 109,194
④託麻原小　熊本市中央区	 92,264
⑤水俣第一小	 水俣市	 91,477
⑥美咲野小	 大津町	 84,290
⑦西原小	 熊本市東区	 81,702
⑧城西小	 　〃　西区	 73,304
⑨長洲小	 長洲町	 72,682
⑩西里小	 熊本市北区	 56,654
⑪亀川小	 天草市	 56,475
⑫免田小	 あさぎり町	 56,469
⑬月出小	 熊本市東区	 55,715
⑭菊陽西小	 菊陽町	 51,563
⑮宇土小	 宇土市	 49,928
⑯山鹿小	 山鹿市	 49,871
⑰託麻北小	 熊本市東区	 45,703
⑱熊本大附小
　　　　　　　〃　中央区	 43,827
⑲広安西小	 益城町	 39,642
⑳益城中央小	 　〃　	 39,521


