
　　　　　　　ベルマーク2022年５月第６週・６月第１週（５/30～６/５）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 札幌市東区 栄小学校 2022/6/3
札幌市東区 福移小・中学校 2022/5/30
札幌市西区 琴似小学校 2022/6/1

青森県 五所川原市 認定こども園　富士幼稚園 2022/6/1
岩手県 盛岡市 生出児童館 2022/5/31

北上市 照岡小学校 2022/5/31
宮城県 大崎市 古川幼稚園 2022/6/1
福島県 相馬郡新地町 相馬総合高等学校　新地校舎 2022/6/3
栃木県 宇都宮市 石井小学校 2022/5/31
群馬県 高崎市 塚沢小学校 2022/5/31
埼玉県 川口市 十二月田小学校 2022/5/30

加須市 三俣小学校 2022/6/3
鴻巣市 吹上中学校 2022/5/30
上尾市 芝川小学校 2022/5/30
戸田市 戸田ひまわり幼稚園 2022/6/1
入間市 黒須小学校 2022/6/2
久喜市 砂原小学校 2022/6/2
白岡市 杉の子幼稚園 2022/5/31

千葉県 千葉市美浜区 子鹿幼稚園 2022/5/31
千葉市美浜区 打瀬小学校 2022/5/30
佐倉市 印南小学校 2022/5/31
我孫子市 我孫子第四小学校 2022/5/30
富津市 富津学園　明澄幼稚園 2022/5/30

東京都 文京区 東京学芸大学附属竹早小学校・幼稚園 2022/5/30
大田区 東調布中学校 2022/5/30
足立区 千寿双葉小学校 2022/6/2
八王子市 すぎな愛育園 2022/5/31
多摩市 南鶴牧小学校 2022/6/1
西東京市 みどりが丘保谷幼稚園 2022/6/3

神奈川県 横浜市鶴見区 寺尾小学校 2022/5/31
横浜市南区 石川小学校 2022/6/2
横浜市保土ケ谷区 桜台小学校 2022/5/30
横浜市旭区 鶴ケ峯小学校 2022/6/2
川崎市中原区 下小田中小学校 2022/5/30
川崎市高津区 高津小学校 2022/5/30
川崎市高津区 県立高津養護学校 2022/6/2
大和市 下福田小学校 2022/5/31
大和市 聖セシリア女子中学・高等学校 2022/6/1

富山県 富山市 堀川小学校 2022/5/30
富山市 八尾小学校 2022/6/3

高岡市 高陵小学校 2022/5/30
石川県 金沢市 県立盲学校 2022/6/1

小松市 小松特別支援学校 2022/6/1
珠洲市 大谷小中学校 2022/6/1
かほく市 宇ノ気中学校 2022/6/3
野々市市 石川県立明和特別支援学校 2022/6/1

福井県 福井市 棗小中学校 2022/6/3
勝山市 南こども園 2022/5/31

山梨県 南巨摩郡富士川町 増穂小学校 2022/6/3
長野県 須坂市 井上小学校 2022/5/31

千曲市 戸倉小学校 2022/6/1
岐阜県 岐阜市 乳幼児ホームまりあ 2022/6/3

多治見市 養正小学校附属幼稚園 2022/6/3

金沢大学人間社会学域学校教育学類
附属特別支援学校

金沢市 2022/6/1

匝瑳市
九十九里ホーム飯倉駅前　あかしあこ
ども園

2022/5/30

富山大学人間発達科学部附属特別支
援学校

富山市 2022/6/1

1



　　　　　　　ベルマーク2022年５月第６週・６月第１週（５/30～６/５）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

岐阜県 多治見市 けいなん保育園 2022/6/3
郡上市 那留小学校 2022/6/3

静岡県 静岡市葵区 あおぞらキンダーガーデン 2022/5/31
浜松市中区 萩丘幼稚園 2022/6/1
富士市 認定こども園富士見台リズム 2022/5/31
焼津市 大井川南小学校 2022/5/31
牧之原市 すすき幼稚園 2022/5/30

愛知県 豊橋市 松葉小学校 2022/5/30
豊田市 梅ケ丘学園 2022/5/31
知立市 猿渡保育園 2022/6/2
北名古屋市 名古屋芸術大学附属クリエ幼稚園 2022/5/31

三重県 桑名市 城南小学校 2022/6/3
桑名市 大山田北小学校 2022/6/1
伊賀市 県立上野高等学校 2022/5/30

京都府 京都市北区 柏野小学校 2022/6/3
京都市伏見区 京都教育大学附属幼稚園 2022/6/2
京都市伏見区 石田幼稚園 2022/5/30
京都市山科区 いずみ幼稚園 2022/5/31

大阪府 大阪市東淀川区 徳蔵寺保育園 2022/5/31
大東市 灰塚小学校 2022/6/3
豊能郡能勢町 能勢小学校 2022/5/31
南河内郡太子町 松の木保育園 2022/6/1

兵庫県 神戸市北区 南五葉小学校 2022/6/1
神戸市西区 櫨谷小学校 2022/5/30
姫路市 広峰小学校 2022/5/31
姫路市 砥堀小学校 2022/5/31
姫路市 津田小学校 2022/5/31
西宮市 大社小学校 2022/6/1
芦屋市 兵庫県立芦屋特別支援学校 2022/6/3
川辺郡猪名川町 大島小学校 2022/6/1

奈良県 桜井市 桜井西幼稚園 2022/5/31
鳥取県 米子市 福米東小学校 2022/6/2
島根県 大田市 第一中学校 2022/6/3
岡山県 倉敷市 福田中学校 2022/6/2
広島県 福山市 ニチイキッズ東手城保育園 2022/6/1
山口県 長門市 深川小学校 2022/5/30

山陽小野田市 埴生中学校 2022/5/31
徳島県 板野郡北島町 北島南小学校 2022/5/31
愛媛県 松山市 福音小学校 2022/5/31

福岡県 福岡市中央区 絵本の森保育園 2022/6/1
直方市 直方北小学校 2022/6/1
八女市 福島小学校 2022/5/30
築上郡築上町 八津田小学校 2022/5/30

佐賀県 小城市 晴田小学校 2022/5/31
三養基郡みやき町 北茂安小学校 2022/6/1

長崎県 長崎市 長崎信愛幼稚園 2022/5/31
佐世保市 三川内小学校 2022/5/31
大村市 旭が丘小学校 2022/5/30
平戸市 紐差小学校 2022/5/31

熊本県 熊本市南区 熊本藤富保育園 2022/6/2
球磨郡球磨村 一勝地小学校 2022/6/1

大分県 大分市 下郡小学校 2022/5/31
宮崎県 東臼杵郡門川町 門川さくらんぼ保育園 2022/5/31
鹿児島県 鹿児島市 和田中学校 2022/6/1

大島郡与論町 与論小学校 2022/6/3

宇和特別支援学校(聴覚障がい部門・
肢体不自由部門）

2022/6/1西予市
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