
　　　　　　　ベルマーク2022年４月第２週（４/４～４/10）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 札幌三育幼稚園 2022/4/5
小樽市 潮見台小学校 2022/4/7
苫小牧市 ひかりの国幼稚園 2022/4/5
恵庭市 北海道文教大学附属高等学校 2022/4/4
山越郡長万部町 さかえ保育所 2022/4/7

青森県 弘前市 大開保育園 2022/4/6
つがる市 車力小学校 2022/4/6
西津軽郡深浦町 青い鳥保育園 2022/4/4
西津軽郡深浦町 いわさき小学校 2022/4/5

岩手県 大船渡市 第一中学校 2022/4/6
陸前高田市 高田東中学校 2022/4/7
釜石市 釜石中学校 2022/4/5

宮城県 岩沼市 岩沼南こばと幼稚園 2022/4/4
栗原市 栗駒小学校 2022/4/5
大崎市 古川第三小学校 2022/4/5
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/4/6
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/4/6
柴田郡村田町 村田第一中学校 2022/4/7
黒川郡大和町 吉岡小学校 2022/4/8

秋田県 能代市 渟城南小学校 2022/4/8
横手市 横手支援学校 2022/4/8
大館市 南が丘こども園 2022/4/8
由利本荘市 ゆり支援学校 2022/4/7
潟上市 追分幼稚園 2022/4/5

山形県 山形市 認定こども園諏訪幼稚園諏訪の杜保育園 2022/4/8
鶴岡市 朝暘第三小学校 2022/4/5
天童市 天童北部小学校 2022/4/6
最上郡舟形町 舟形中学校 2022/4/5

福島県 福島市 瀬上小学校 2022/4/5
いわき市 湯本第二小学校 2022/4/6
いわき市 綴小学校 2022/4/8
いわき市 小名浜第一小学校 2022/4/4
いわき市 泉北小学校 2022/4/7
須賀川市 第一中学校 2022/4/5
田村市 大越小学校 2022/4/7

茨城県 日立市 バディ式スポーツ幼児園ワールド 2022/4/5
つくば市 県立つくば特別支援学校 2022/4/5
筑西市 古里小学校 2022/4/4
かすみがうら市 霞ヶ浦南小学校 2022/4/4
猿島郡五霞町 認定こども園五霞幼稚園・保育園 2022/4/4

栃木県 宇都宮市 YurikagoKidsNurserySchool 2022/4/7
宇都宮市 細谷小学校 2022/4/8
足利市 青葉小学校 2022/4/5
那須塩原市 西那須野中学校 2022/4/5

群馬県 前橋市 荒牧小学校 2022/4/8
高崎市 佐野小学校 2022/4/8
桐生市 中央中学校 2022/4/4
伊勢崎市 あずま南小学校 2022/4/5
吾妻郡中之条町 六合小学校 2022/4/7
吾妻郡嬬恋村 東部小学校 2022/4/8
吾妻郡東吾妻町 原町小学校 2022/4/4

埼玉県 さいたま市緑区 原山中学校 2022/4/7
熊谷市 桜木小学校 2022/4/7
熊谷市 佐谷田小学校 2022/4/5
川口市 芝西小学校 2022/4/7
川口市 東領家小学校 2022/4/6
川口市 安行中学校 2022/4/4
春日部市 豊春中学校 2022/4/7
入間市 ゆりかご保育園 2022/4/8
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埼玉県 新座市 東野小学校 2022/4/5
久喜市 栗橋小学校 2022/4/7
幸手市 幸手きららの杜保育園 2022/4/4
児玉郡神川町 神川中学校 2022/4/4
大里郡寄居町 ゆずの木保育園 2022/4/4

千葉県 千葉市花見川区 こてはし台小学校 2022/4/6
千葉市若葉区 坂月小学校 2022/4/4
千葉市美浜区 幕張海浜こども園 2022/4/6
習志野市 袖ケ浦東小学校 2022/4/4
勝浦市 勝浦小学校 2022/4/5
流山市 おおたかの森中学校 2022/4/5
我孫子市 我孫子第一小学校 2022/4/7
四街道市 和良比小学校 2022/4/7
山武市 松尾小学校 2022/4/7
山武郡横芝光町 横芝まさご幼稚園 2022/4/5
長生郡白子町 南白亀小学校 2022/4/4

東京都 文京区 茗台中学校 2022/4/6
台東区 仰願寺幼稚園 2022/4/4
江東区 バディスポーツ幼児園有明 2022/4/5
大田区 中萩中小学校 2022/4/5
世田谷区 給田小学校 2022/4/5
中野区 大妻中野中学校・高等学校 2022/4/5
町田市 町田第二中学校 2022/4/5
小金井市 野川サドベリースクールこちゃっこい 2022/4/8
東久留米市 しおん学園 2022/4/5
羽村市 羽村第一中学校 2022/4/4
西東京市 柳沢小学校 2022/4/5

神奈川県 横浜市鶴見区 生麦小学校 2022/4/5
横浜市緑区 三保小学校 2022/4/7
横浜市都筑区 荏田小学校 2022/4/6
川崎市多摩区 生田中学校 2022/4/5
相模原市南区 もえぎ台小学校 2022/4/7
鎌倉市 小坂小学校 2022/4/8
小田原市 神奈川県立小田原養護学校 2022/4/5
厚木市 戸室小学校 2022/4/6
座間市 中原小学校 2022/4/5
足柄下郡箱根町 仙石原小学校 2022/4/6
足柄下郡湯河原町 湯河原中学校 2022/4/5

新潟県 長岡市 栖吉中学校 2022/4/5
柏崎市 東中学校 2022/4/4
小千谷市 片貝中学校 2022/4/7
糸魚川市 糸魚川小学校 2022/4/6
南魚沼市 塩沢小学校 2022/4/5
東蒲原郡阿賀町 三川中学校 2022/4/5

富山県 富山市 上滝小学校 2022/4/5
高岡市 南星中学校 2022/4/4
射水市 歌の森小学校 2022/4/7
射水市 中太閤山小学校 2022/4/5

石川県 小松市 矢田野小学校 2022/4/4
羽咋市 羽咋小学校 2022/4/4
かほく市 宇ノ気中学校 2022/4/5
白山市 鶴来第二幼稚園 2022/4/5
白山市 湊小学校 2022/4/5

福井県 福井市 藤島中学校 2022/4/5
鯖江市 立待小学校 2022/4/6

山梨県 都留市 谷村第二小学校 2022/4/6
山梨市 山梨小学校 2022/4/5

長野県 長野市 城東小学校 2022/4/5
松本市 島内小学校 2022/4/4
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長野県 上田市 東塩田小学校 2022/4/4
上伊那郡飯島町 七久保小学校 2022/4/5
上伊那郡中川村 中川西小学校 2022/4/5

岐阜県 岐阜市 いづみ中央幼稚園 2022/4/4
本巣市 席田小学校 2022/4/4
養老郡養老町 船附こども園 2022/4/4
安八郡神戸町 神戸中学校 2022/4/8

静岡県 静岡市葵区 千代田保育園 2022/4/5
静岡市葵区 静岡大成中学校 2022/4/4
静岡市清水区 静岡サレジオ幼稚園 2022/4/4
浜松市西区 オイスカ浜松国際高等学校 2022/4/5
浜松市北区 中川幼稚園 2022/4/5
富士宮市 にしふじのみや幼稚園 2022/4/5

愛知県 名古屋市千種区 千石小学校 2022/4/6
名古屋市西区 名古屋厚生会館第一保育園 2022/4/5
豊橋市 東陽中学校 2022/4/4
豊橋市 本郷中学校 2022/4/7
岡崎市 三島小学校 2022/4/6
一宮市 木曽川中学校 2022/4/6
刈谷市 富士松東小学校 2022/4/5
豊田市 梅ケ丘学園 2022/4/5
豊田市 衣丘小学校 2022/4/7
西尾市 西尾中学校 2022/4/5
常滑市 南陵中学校 2022/4/4
高浜市 高浜小学校 2022/4/6
愛知郡東郷町 春木中学校 2022/4/4
愛知郡東郷町 東郷中学校 2022/4/4
知多郡東浦町 石浜西小学校 2022/4/5
知多郡武豊町 富貴中学校 2022/4/4
額田郡幸田町 北部中学校 2022/4/5

三重県 津市 橋北中学校 2022/4/4
松阪市 中部中学校 2022/4/5
桑名市 大成小学校 2022/4/5
名張市 名張市立北中学校 2022/4/7
志摩市 磯部中学校 2022/4/7
伊賀市 上野東小学校 2022/4/8
度会郡度会町 度会小学校 2022/4/6
南牟婁郡御浜町 御浜小学校 2022/4/7

滋賀県 大津市 麗湖こども園 2022/4/4
大津市 日吉台小学校 2022/4/4
彦根市 鳥居本養護学校 2022/4/5
草津市 第二博愛保育園 2022/4/5
草津市 草津養護学校 2022/4/5
草津市 玉川中学校 2022/4/4
野洲市 野洲北中学校 2022/4/5

京都府 京都市左京区 ひまわり保育園 2022/4/7
京都市中京区 洛陽総合高等学校 2022/4/5
宮津市 府中小学校 2022/4/5
八幡市 中央小学校 2022/4/5
乙訓郡大山崎町 大山崎小学校 2022/4/5

大阪府 大阪市此花区 四貫島小学校 2022/4/5
大阪市東淀川区 北大阪朝鮮初中級学校 2022/4/4
大阪市東淀川区 新東淀中学校 2022/4/5
大阪市西成区 梅南中学校 2022/4/4
大阪市淀川区 十三小学校 2022/4/5
堺市南区 美木多中学校 2022/4/8
吹田市 北山田小学校 2022/4/4
枚方市 山田小学校 2022/4/5
寝屋川市 池田小学校 2022/4/5
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大阪府 大東市 四條畷学園小学校 2022/4/8
箕面市 彩都の丘学園 2022/4/4
羽曳野市 古市幼稚園 2022/4/5
東大阪市 石切小学校 2022/4/5

兵庫県 神戸市長田区 長田中学校 2022/4/5
神戸市須磨区 花谷小学校 2022/4/6
神戸市須磨区 花谷小学校 2022/4/6
神戸市西区 ひまわりこども園 2022/4/4
神戸市西区 県立のじぎく特別支援学校 2022/4/7
姫路市 八木小学校 2022/4/5
明石市 なすみ保育所 2022/4/4
豊岡市 新田小学校 2022/4/4
豊岡市 五荘小学校 2022/4/5
豊岡市 小坂小学校 2022/4/7
加古川市 神吉中学校 2022/4/7
西脇市 黒田庄中学校 2022/4/8
三田市 三輪小学校 2022/4/8
三田市 本庄小学校 2022/4/5
三田市 長坂中学校 2022/4/5
南あわじ市 北阿万小学校 2022/4/7
たつの市 河内小学校 2022/4/5
川辺郡猪名川町 猪名川小学校 2022/4/5
佐用郡佐用町 上月中学校 2022/4/5
美方郡新温泉町 浜坂西小学校 2022/4/5

奈良県 奈良市 東市小学校 2022/4/5
橿原市 白橿中学校 2022/4/4
香芝市 志都美幼・小学校 2022/4/6
生駒郡斑鳩町 斑鳩西小学校 2022/4/5
生駒郡斑鳩町 斑鳩西小学校 2022/4/5
北葛城郡王寺町 王寺南小学校 2022/4/5
北葛城郡王寺町 王寺南小学校 2022/4/5
吉野郡大淀町 第一保育所 2022/4/6
吉野郡十津川村 十津川第一小学校 2022/4/5

和歌山県 橋本市 あやの台小学校 2022/4/7
紀の川市 麻生津小学校 2022/4/5
東牟婁郡串本町 大島小学校 2022/4/6

鳥取県 鳥取市 松の聖母学園 2022/4/5
鳥取市 北中学校 2022/4/4

島根県 松江市 宍道小学校 2022/4/8
浜田市 認定こども園ながさわ子ども園 2022/4/4
浜田市 第一中学校 2022/4/6
雲南市 大東中学校 2022/4/4

岡山県 岡山市東区 江西小学校 2022/4/5
岡山市南区 南輝小学校 2022/4/4
笠岡市 金浦中学校 2022/4/5
新見市 上市小学校 2022/4/5
赤磐市 城南小学校 2022/4/7
浅口郡里庄町 里庄東小学校 2022/4/5
勝田郡勝央町 勝央北小学校 2022/4/7

広島県 呉市 阿賀小学校 2022/4/7
竹原市 中通小学校 2022/4/4
福山市 向丘幼稚園 2022/4/8
福山市 新涯小学校 2022/4/5
三次市 三次小学校 2022/4/5
廿日市市 大野東小学校 2022/4/5

山口県 下関市 王喜小学校 2022/4/5
宇部市 琴芝小学校 2022/4/7
宇部市 恩田小学校 2022/4/5
萩市 萩光塩学院 2022/4/6
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山口県 防府市 双葉幼稚園 2022/4/5
防府市 華城小学校 2022/4/8
防府市 佐波中学校 2022/4/5
岩国市 川下小学校 2022/4/4
岩国市 藤河小学校 2022/4/5
光市 三井小学校 2022/4/8
長門市 明倫小学校 2022/4/6
山陽小野田市 埴生中学校 2022/4/7

徳島県 徳島市 応神小学校 2022/4/5
徳島市 徳島県立徳島聴覚支援学校 2022/4/5
海部郡美波町 日和佐小学校 2022/4/5
板野郡板野町 板野南小学校 2022/4/5

香川県 高松市 多肥小学校 2022/4/5
高松市 木太北部小学校 2022/4/5
観音寺市 観音寺ふたば保育園 2022/4/5
仲多度郡琴平町 あかね保育園 2022/4/8
仲多度郡多度津町 多度津小学校 2022/4/5

愛媛県 松山市 認定こども園　北条幼稚園 2022/4/5
西予市 城川小学校 2022/4/8

高知県 土佐市 波介保育園 2022/4/5
四万十市 東山小学校 2022/4/8
長岡郡本山町 本山小学校 2022/4/4

福岡県 北九州市戸畑区 一枝小学校 2022/4/7
北九州市小倉南区 黒木学園　徳力団地幼稚園 2022/4/5
北九州市小倉南区 企救丘小学校 2022/4/5
北九州市八幡東区 福岡県立北九州視覚特別支援学校 2022/4/5
福岡市東区 香住丘小学校 2022/4/8
福岡市博多区 千代小学校 2022/4/8
久留米市 ひばり園 2022/4/5
直方市 直方第三中学校 2022/4/4
飯塚市 若菜小学校 2022/4/5
飯塚市 若菜小学校 2022/4/7
飯塚市 立岩小学校 2022/4/7
田川市 大薮小学校 2022/4/6
柳川市 柳城中学校 2022/4/6
八女市 上妻小学校 2022/4/7
筑紫野市 武蔵台高等学校 2022/4/5
春日市 春日小学校 2022/4/5
大野城市 大野北小学校 2022/4/8
糸島市 二丈はこべ幼稚園 2022/4/5

佐賀県 佐賀市 鍋島幼稚園おひさまハウス 2022/4/5
東松浦郡玄海町 玄海みらい学園 2022/4/5

長崎県 長崎市 西町小学校 2022/4/5
長崎市 飽浦小学校 2022/4/7
長崎市 小榊小学校 2022/4/5
長崎市 長崎東中学校 2022/4/5
佐世保市 春日幼児園 2022/4/5
佐世保市 赤崎青い実幼児園 2022/4/5
島原市 第四小学校 2022/4/4
諫早市 森山西小学校 2022/4/5
諫早市 長田小学校 2022/4/4
平戸市 大島小学校 2022/4/4
平戸市 生月小学校 2022/4/4
平戸市 田平南小学校 2022/4/7
松浦市 青島小中学校 2022/4/5
壱岐市 勝本小学校 2022/4/5
東彼杵郡川棚町 川棚小学校 2022/4/4

熊本県 熊本市西区 西部音楽幼稚園 2022/4/5
熊本市北区 楠小学校 2022/4/5
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　　　　　　　ベルマーク2022年４月第２週（４/４～４/10）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

熊本県 阿蘇郡南小国町 市原保育園 2022/4/5
大分県 大分市 坂ノ市小学校 2022/4/5

大分市 県立大分舞鶴高等学校 2022/4/4
中津市 樋田小学校 2022/4/5
中津市 鶴居小学校 2022/4/5
中津市 中津南高等学校 2022/4/4
佐伯市 鶴谷中学校 2022/4/5
豊後高田市 高田小学校 2022/4/4
豊後高田市 高田中学校 2022/4/5
宇佐市 八幡小学校 2022/4/5
豊後大野市 三重第一小学校 2022/4/5
豊後大野市 千歳小学校 2022/4/4
由布市 由布院小学校 2022/4/4
国東市 国東小学校 2022/4/8

宮崎県 宮崎市 大宮小学校 2022/4/5
東臼杵郡門川町 草川小学校 2022/4/5

鹿児島県 鹿児島市 県立鹿児島養護学校 2022/4/5
鹿児島市 坂元小学校 2022/4/4
鹿児島市 長田中学校 2022/4/8
鹿児島市 甲南中学校 2022/4/7
鹿屋市 西原台小学校 2022/4/4
鹿屋市 鹿屋東中学校 2022/4/4
枕崎市 桜山小学校 2022/4/6
出水市 出水小学校 2022/4/5
垂水市 水之上小学校 2022/4/5
薩摩川内市 隈之城小学校 2022/4/4
いちき串木野市 羽島保育園 2022/4/7
伊佐市 大口明光学園 2022/4/5
肝属郡南大隅町 神山小学校 2022/4/4
肝属郡肝付町 高山小学校 2022/4/7

沖縄県 浦添市 沖縄県立大平特別支援学校 2022/4/5
糸満市 西崎中学校 2022/4/7

ありがとうございました！
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