
　　　　　　　ベルマーク2022年10月第４週（10/17～10/23）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 札幌市中央区 円山小学校 2022/10/17
札幌市北区 篠路小学校 2022/10/21
札幌市西区 西野小学校 2022/10/18
函館市 港小学校 2022/10/18
江別市 第２大麻こども園 2022/10/18
北斗市 上磯小学校 2022/10/21
余市郡余市町 余市町立東中学校 2022/10/17
勇払郡安平町 早来中学校 2022/10/17
厚岸郡厚岸町 太田小学校 2022/10/18
標津郡中標津町 丸山小学校 2022/10/18

青森県 青森市 野内小学校 2022/10/18
弘前市 桔梗野小学校 2022/10/19
弘前市 時敏小学校 2022/10/18
つがる市 森田養護学校 2022/10/20

岩手県 奥州市 水沢小学校 2022/10/18
宮城県 仙台市青葉区 上杉山通小学校 2022/10/18

仙台市太白区 大野田小学校 2022/10/18
多賀城市 多賀城小学校 2022/10/18
富谷市 東向陽台中学校 2022/10/17
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/10/18
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/10/18
遠田郡涌谷町 涌谷第一小学校 2022/10/17

秋田県 秋田市 明徳小学校 2022/10/17
秋田市 広面小学校 2022/10/18
湯沢市 湯沢西小学校 2022/10/19

山形県 最上郡戸沢村 戸沢学園 2022/10/18
福島県 福島市 平野小学校 2022/10/21

会津若松市 謹教小学校 2022/10/18
茨城県 取手市 取手小学校 2022/10/18

取手市 六郷小学校 2022/10/17
ひたちなか市 長堀小学校 2022/10/17
守谷市 高野小学校 2022/10/17

栃木県 宇都宮市 御幸が原小学校 2022/10/21
宇都宮市 上戸祭小学校 2022/10/20
栃木市 都賀中学校 2022/10/17
下野市 栃木県立国分寺特別支援学校 2022/10/17

群馬県 佐波郡玉村町 芝根小学校 2022/10/18
埼玉県 さいたま市西区 宮前小学校 2022/10/21

さいたま市大宮区 上小小学校 2022/10/18
さいたま市中央区 与野西北小学校 2022/10/21
さいたま市浦和区 本太小学校 2022/10/20
さいたま市緑区 大牧小学校 2022/10/21
さいたま市岩槻区 河合小学校 2022/10/17
川越市 高階小学校 2022/10/21
川越市 大塚小学校 2022/10/21
熊谷市 熊谷南小学校 2022/10/21
川口市 柳崎小学校 2022/10/18
秩父市 影森小学校 2022/10/20
加須市 大利根東小学校 2022/10/20
春日部市 豊春小学校 2022/10/21
春日部市 武里南小学校 2022/10/18
狭山市 狭山台小学校 2022/10/18
鴻巣市 鴻巣東小学校 2022/10/18
上尾市 埼玉県立上尾特別支援学校 2022/10/21
草加市 氷川小学校 2022/10/17
戸田市 戸田南小学校 2022/10/18
入間市 金子小学校 2022/10/19
朝霞市 朝霞第一小学校 2022/10/21
新座市 栄小学校 2022/10/21
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埼玉県 北足立郡伊奈町 小針小学校 2022/10/20
千葉県 千葉市中央区 蘇我小学校 2022/10/20

千葉市花見川区 朝日ケ丘小学校 2022/10/20
千葉市若葉区 若松台幼稚園 2022/10/18
千葉市緑区 あすみが丘小学校 2022/10/18
市川市 ソフィア幼稚園 2022/10/17
市川市 原木幼稚園 2022/10/20
船橋市 湊町小学校 2022/10/17
船橋市 法典東小学校 2022/10/18
船橋市 習志野台第一小学校 2022/10/20
船橋市 金杉台小学校 2022/10/18
船橋市 飯山満南小学校 2022/10/17
船橋市 七林中学校 2022/10/18
松戸市 矢切小学校 2022/10/18
松戸市 上本郷小学校 2022/10/20
佐倉市 千代田小学校 2022/10/20
佐倉市 印南小学校 2022/10/18
東金市 城西小学校 2022/10/17
柏市 柏第七小学校 2022/10/20
市原市 千種小学校 2022/10/21
市原市 千種小学校 2022/10/21
市原市 五所小学校 2022/10/17
市原市 ちはら台西中学校 2022/10/18
流山市 東部中学校 2022/10/18
八千代市 萱田南小学校 2022/10/20
浦安市 浦安市立南小学校 2022/10/20
印西市 内野小学校 2022/10/21
印西市 小倉台小学校 2022/10/19
山武郡横芝光町 横芝まさご幼稚園 2022/10/18

東京都 文京区 本郷小学校 2022/10/18
江東区 第一亀戸小学校 2022/10/19
世田谷区 三軒茶屋小学校 2022/10/19
世田谷区 烏山小学校 2022/10/17
杉並区 杉並日の出幼稚園 2022/10/18
豊島区 要小学校 2022/10/17
豊島区 要小学校 2022/10/17
北区 王子第三小学校 2022/10/20
北区 聖学院小学校 2022/10/20
板橋区 三園小学校 2022/10/18
練馬区 大泉第二小学校 2022/10/17
江戸川区 都立鹿本学園 2022/10/20
八王子市 すぎな愛育園 2022/10/18
八王子市 いずみの森義務教育学校 2022/10/20
八王子市 柏木小学校 2022/10/21
八王子市 緑が丘小学校 2022/10/20
府中市 新町小学校 2022/10/21
府中市 住吉小学校 2022/10/21
町田市 町田第三小学校 2022/10/18
町田市 南第二小学校 2022/10/17
町田市 成瀬台小学校 2022/10/19

神奈川県 横浜市鶴見区 汐入小学校 2022/10/20
横浜市鶴見区 みつる保育園 2022/10/17
横浜市神奈川区 幸ケ谷小学校 2022/10/18
横浜市西区 神奈川大学 2022/10/17
横浜市南区 六つ川台小学校 2022/10/18
横浜市港北区 矢上小学校 2022/10/21
横浜市港北区 太尾小学校 2022/10/21
横浜市戸塚区 平戸小学校 2022/10/18
横浜市戸塚区 下郷小学校 2022/10/21
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神奈川県 横浜市港南区 吉原小学校 2022/10/17
横浜市旭区 上川井小学校 2022/10/18
横浜市緑区 森の台小学校 2022/10/21
横浜市緑区 緑小学校 2022/10/18
横浜市泉区 いずみ野小学校 2022/10/17
横浜市青葉区 美しが丘東小学校 2022/10/17
川崎市中原区 下小田中小学校 2022/10/21
川崎市高津区 県立高津養護学校 2022/10/20
川崎市多摩区 東菅小学校 2022/10/18
川崎市宮前区 白幡台小学校 2022/10/20
川崎市麻生区 長沢小学校 2022/10/18
川崎市麻生区 片平小学校 2022/10/21
横須賀市 桜小学校 2022/10/19
藤沢市 亀井野小学校 2022/10/21
茅ケ崎市 赤羽根中学校 2022/10/18
三浦市 名向小学校 2022/10/19
三浦市 南下浦小学校 2022/10/21
大和市 渋谷小学校 2022/10/21
座間市 立野台小学校 2022/10/20
座間市 東原小学校 2022/10/17
綾瀬市 早園小学校 2022/10/18
三浦郡葉山町 葉山小学校 2022/10/17

新潟県 新潟市東区 大形小学校 2022/10/18
南蒲原郡田上町 田上いずみルーテル幼稚園 2022/10/19

富山県 富山市 蜷川小学校 2022/10/19
中新川郡立山町 みどりの森保育園 2022/10/17

福井県 福井市 和田小学校 2022/10/17
福井市 酒生小学校 2022/10/19

長野県 松本市 聖十字幼稚園 2022/10/19
小諸市 しらかば幼稚園 2022/10/21
大町市 大町西小学校 2022/10/17

岐阜県 瑞浪市 稲津小学校 2022/10/18
各務原市 ひよし幼稚園 2022/10/19
下呂市 岐阜県立下呂特別支援学校 2022/10/18
海津市 石津小学校 2022/10/17
羽島郡笠松町 笠松保育園 2022/10/17
揖斐郡揖斐川町 谷汲小学校 2022/10/19

静岡県

静岡市葵区 伝馬町小学校 2022/10/18
静岡市駿河区 長田西小学校 2022/10/18
静岡市清水区 認定こども園ももはな 2022/10/20
浜松市西区 さなる幼稚園 2022/10/18
富士宮市 黒田幼稚園 2022/10/20
伊東市 旭小学校 2022/10/21
富士市 いまいづみ幼稚園 2022/10/17

愛知県 名古屋市昭和区 松栄小学校 2022/10/18
名古屋市緑区 オルタナティブ・スクールあいち惟の森 2022/10/21
名古屋市名東区 藤が丘小学校 2022/10/20
豊橋市 認定こども園牛川育英幼稚園 2022/10/17
豊橋市 旭小学校 2022/10/18
豊橋市 松葉小学校 2022/10/17
岡崎市 橋目幼稚園 2022/10/18
岡崎市 たつみ幼稚園 2022/10/18
岡崎市 かおる幼稚園 2022/10/20
岡崎市 岡崎盲学校 2022/10/18
岡崎市 岡崎平和学園 2022/10/21
春日井市 美園幼稚園 2022/10/17

三重県 鈴鹿市 一ノ宮小学校 2022/10/18

幼保連携型認定こども園常葉大学附属
たちばな幼稚園

2022/10/21静岡市葵区
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滋賀県 大津市 堅田小学校 2022/10/19
草津市 笠縫東こども園 2022/10/18

京都府 京都市上京区 御所東小学校 2022/10/19
亀岡市 亀岡小学校 2022/10/18

大阪府 大阪市阿倍野区 常盤小学校 2022/10/21
豊中市 南丘小学校 2022/10/19
吹田市 片山幼稚園 2022/10/18
吹田市 桃山台小学校 2022/10/19
枚方市 平野小学校 2022/10/17
大東市 深野小学校 2022/10/20
和泉市 和気小学校 2022/10/19
東大阪市 長瀬西小学校 2022/10/17
阪南市 桃の木台小学校 2022/10/18

兵庫県 神戸市北区 県立神戸特別支援学校 2022/10/18
神戸市中央区 筒井台中学校 2022/10/18
姫路市 白浜小学校 2022/10/20
姫路市 城乾小学校 2022/10/18
伊丹市 伊丹小学校 2022/10/19
伊丹市 笹原小学校 2022/10/19
伊丹市 花里小学校 2022/10/17
加古川市 別府小学校 2022/10/18
加古川市 神吉中学校 2022/10/18
宝塚市 末成小学校 2022/10/17

奈良県 奈良市 ひかり幼稚園 2022/10/18
奈良市 奈良学園登美ヶ丘 2022/10/21
大和郡山市 治道認定こども園 2022/10/19
大和郡山市 郡山西小学校 2022/10/17
天理市 天理養徳院 2022/10/17
橿原市 真菅北小学校 2022/10/17
香芝市 真美ケ丘西小学校 2022/10/19

和歌山県 和歌山市 岡山幼稚園 2022/10/21
和歌山市 岡崎小学校 2022/10/21
橋本市 紀見小学校 2022/10/19
橋本市 境原小学校 2022/10/21

鳥取県 米子市 後藤ケ丘中学校 2022/10/19
島根県 松江市 竹矢小学校 2022/10/19

仁多郡奥出雲町 横田中学校 2022/10/21
岡山県 岡山市中区 宇野小学校 2022/10/17

岡山市中区 平井小学校 2022/10/18
岡山市東区 城東台小学校 2022/10/20
岡山市南区 東疇小学校 2022/10/19
小田郡矢掛町 矢掛小学校 2022/10/21

広島県 広島市安佐南区 古市小学校 2022/10/20
尾道市 向島中央小学校 2022/10/18
廿日市市 佐方小学校 2022/10/17
安芸郡府中町 柏学園 2022/10/21

山口県 山口市 大内小学校 2022/10/19
光市 浅江小学校 2022/10/21

徳島県 徳島市 八万小学校 2022/10/18
香川県 高松市 多肥幼稚園 2022/10/17

高松市 林小学校 2022/10/18
愛媛県 松山市 さくら小学校 2022/10/18
高知県 香美市 山田小学校 2022/10/18
福岡県 福岡市城南区 ゆたか学園 2022/10/18

福岡市早良区 福岡県立福岡聴覚特別支援学校 2022/10/18
行橋市 行橋小学校 2022/10/21
筑紫野市 福岡県立福岡視覚特別支援学校 2022/10/19
大野城市 月の浦小学校 2022/10/19
太宰府市 二日市カトリック幼稚園 2022/10/18
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福岡県 糸島市 可也小学校 2022/10/19
糸島市 波多江小学校 2022/10/18

佐賀県 佐賀市 中川副小学校 2022/10/17
伊万里市 松浦小学校 2022/10/18
三養基郡みやき町 北茂安小学校 2022/10/18

長崎県 長崎市 小島中学校 2022/10/17
佐世保市 認定こども園桜の聖母幼稚園 2022/10/18
大村市 旭が丘小学校 2022/10/21
東彼杵郡川棚町 川棚小学校 2022/10/18

熊本県 熊本市東区 二岡中学校 2022/10/19
荒尾市 八幡小学校 2022/10/18
玉名市 玉名町小学校 2022/10/18
菊池郡大津町 大津中学校 2022/10/19

大分県 大分市 津留小学校 2022/10/21
大分市 大在小学校 2022/10/18
大分市 野津原小学校 2022/10/19
佐伯市 佐伯東小学校 2022/10/17

宮崎県 宮崎市 宮崎海洋高等学校 2022/10/17
延岡市 南小学校 2022/10/17
日向市 日知屋東小学校 2022/10/19

鹿児島県 鹿児島市 可愛幼稚園 2022/10/18
鹿児島市 カトリックカリタス幼稚園 2022/10/21
鹿児島市 春山小学校 2022/10/18
鹿児島市 大明丘小学校 2022/10/19
霧島市 青葉小学校 2022/10/17

沖縄県 豊見城市 豊崎小学校 2022/10/17
島尻郡南風原町 南風原小学校 2022/10/17

ありがとうございました！
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