
　　　　　　　ベルマーク2022年10月第６週・11月第１週（10/31～11/６）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 新琴似小学校 2022/10/31
札幌市手稲区 手稲西小学校 2022/10/31
函館市 大森浜小学校 2022/11/4
小樽市 塩谷小学校 2022/11/1
帯広市 豊成小学校 2022/11/1

青森県 八戸市 高館小学校 2022/11/1
八戸市 新井田小学校 2022/11/2
八戸市 市立多賀台小学校 2022/11/1
八戸市 八戸小学校 2022/11/1
黒石市 黒石東小学校 2022/11/2

宮城県 仙台市青葉区 東六番丁小学校 2022/11/4
仙台市宮城野区 庄司学園上田子幼稚園 2022/10/31
仙台市太白区 郡山小学校 2022/11/1
仙台市泉区 北中山小学校 2022/10/31
石巻市 開北小学校 2022/10/31
名取市 増田西小学校 2022/11/4
大崎市 古川第三小学校 2022/11/4
富谷市 富ケ丘小学校 2022/10/31
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/11/1
柴田郡柴田町 船岡小学校 2022/11/2

秋田県 秋田市 八橋小学校 2022/11/1
大館市 城西小学校 2022/11/1
由利本荘市 ゆり支援学校 2022/11/4

福島県 福島市 信夫中学校 2022/10/31
郡山市 富田幼稚園 2022/11/1
大沼郡会津美里町 会津美里町青少年育成町民会議 2022/11/1

栃木県 宇都宮市 陽東小学校 2022/11/1
群馬県 太田市 太田いずみ幼稚園 2022/11/1

吾妻郡長野原町 長野原町立西中学校 2022/11/4
埼玉県 さいたま市西区 指扇小学校 2022/11/1

さいたま市見沼区 片柳小学校 2022/11/1
さいたま市見沼区 春野小学校 2022/11/2
さいたま市南区 文蔵小学校 2022/11/4
さいたま市岩槻区 東岩槻小学校 2022/11/1
川越市 泉小学校 2022/10/31
川口市 川口アソカ幼稚園 2022/10/31
川口市 芝西小学校 2022/11/4
飯能市 加治小学校 2022/11/1
春日部市 幸松小学校 2022/11/1
狭山市 南小学校 2022/10/31
狭山市 柏原小学校 2022/11/1
鴻巣市 まごやま保育園 2022/11/4
鴻巣市 鴻巣南小学校 2022/11/1
深谷市 深谷小学校 2022/11/1
草加市 新里小学校 2022/11/4
草加市 稲荷小学校 2022/11/1
越谷市 千間台小学校 2022/11/2
富士見市 ふじみ野小学校 2022/11/1
富士見市 つるせ台小学校 2022/11/1
白岡市 杉の子幼稚園 2022/11/2
南埼玉郡宮代町 百間小学校 2022/11/1
北葛飾郡松伏町 金杉小学校 2022/11/1
北葛飾郡松伏町 松伏小学校 2022/11/1

千葉県 千葉市中央区 弁天小学校 2022/10/31
千葉市緑区 認定こども園　白梅幼稚園 2022/11/1
千葉市美浜区 真砂中学校 2022/11/4
市川市 八幡小学校 2022/11/1
船橋市 海神小学校 2022/11/1
船橋市 法典西小学校 2022/11/1
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千葉県 佐倉市 寺崎小学校 2022/10/31
習志野市 東習志野小学校 2022/11/4
習志野市 屋敷小学校 2022/11/1
柏市 中原小学校 2022/11/1
市原市 清水谷小学校 2022/11/1
流山市 江戸川台小学校 2022/10/31
流山市 西初石中学校 2022/11/1
我孫子市 我孫子第四小学校 2022/10/31
鎌ケ谷市 初富小学校 2022/11/1
浦安市 舞浜認定こども園 2022/10/31
香取郡多古町 多古第一小学校 2022/11/4

東京都 港区 御田小学校 2022/10/31
新宿区 淀橋第四小学校 2022/11/1
目黒区 東根小学校 2022/11/1
世田谷区 上北沢小学校 2022/11/1
世田谷区 中町小学校 2022/11/2
杉並区 杉並日の出幼稚園 2022/11/1
北区 木内鳩の家幼稚園 2022/11/1
北区 西ケ原小学校 2022/11/2
練馬区 早宮小学校 2022/10/31
葛飾区 新宿中学校 2022/10/31
江戸川区 都立鹿本学園 2022/11/4
江戸川区 下鎌田西小学校 2022/11/1
八王子市 鑓水小学校 2022/11/4
八王子市 都立八王子東特別支援学校 2022/10/31
三鷹市 第二中学校 2022/10/31
町田市 大蔵小学校 2022/11/4
町田市 藤の台小学校 2022/10/31
町田市 つくし野小学校 2022/11/1
国立市 国立第一小学校 2022/11/4
多摩市 永山小学校 2022/11/1
西東京市 東伏見小学校 2022/11/1
西多摩郡瑞穂町 瑞穂第一小学校 2022/11/1

神奈川県 横浜市中区 横浜訓盲学院 2022/11/1
横浜市中区 横浜雙葉中高等学校 2022/11/1
横浜市金沢区 富岡小学校 2022/11/2
横浜市金沢区 西金沢学園小学部 2022/11/2
横浜市港北区 篠原西小学校 2022/11/1
横浜市戸塚区 深谷小学校 2022/11/1
横浜市栄区 西本郷小学校 2022/10/31
横浜市泉区 西が岡小学校 2022/11/4
横浜市青葉区 つつじが丘小学校 2022/11/2
川崎市高津区 梶ケ谷小学校 2022/11/1
川崎市麻生区 千代ケ丘小学校 2022/11/4
相模原市南区 大野小学校 2022/11/1
相模原市南区 東林小学校 2022/10/31
相模原市南区 麻溝小学校 2022/11/4
藤沢市 わかたけ保育園 2022/11/2
藤沢市 大鋸小学校 2022/11/1
小田原市 芦子小学校 2022/10/31
小田原市 豊川小学校 2022/11/1
秦野市 秦野養護学校 2022/11/1
大和市 林間小学校 2022/11/1
伊勢原市 成瀬小学校 2022/10/31

富山県 富山市 東山保育園 2022/11/4
富山市 西田地方保育園 2022/11/1
高岡市 志貴野中学校 2022/11/2

石川県 かほく市 宇ノ気中学校 2022/10/31
長野県 塩尻市 桔梗小学校 2022/11/4
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長野県 佐久市 岸野保育園 2022/11/1
岐阜県 高山市 高山短期大学附属幼稚園 2022/11/1

不破郡垂井町 宮代小学校 2022/11/2
静岡県 静岡市葵区 静岡精華幼稚園 2022/10/31

静岡市駿河区 長田北小学校 2022/10/31
浜松市中区 富塚幼稚園 2022/10/31
浜松市中区 なかざわこども園 2022/11/4
富士市 富士南中学校 2022/11/1
磐田市 向笠幼稚園 2022/11/1
焼津市 大井川西小学校 2022/10/31
藤枝市 いなばこども園 2022/11/1

愛知県 名古屋市千種区 自由ケ丘幼稚園 2022/10/31
名古屋市北区 六郷北小学校 2022/10/31
豊橋市 仔羊幼稚園 2022/10/31
刈谷市 富士松北小学校 2022/10/31
豊田市 東山小学校 2022/11/4
安城市 愛知学泉大学附属桜井幼稚園 2022/10/31
犬山市 楽田東子ども未来園 2022/11/1
長久手市 南小学校 2022/11/1
知多郡東浦町 緒川小学校 2022/11/1

三重県 津市 橋北中学校 2022/11/2
桑名市 桑部小学校 2022/11/1
桑名市 修徳小学校 2022/11/4

滋賀県 大津市 下阪本小学校 2022/11/2
大津市 瀬田中学校 2022/11/1
近江八幡市 八幡中学校 2022/11/2
湖南市 光星学園　認定こども園ひかり幼稚園 2022/11/2
犬上郡豊郷町 崇徳保育園 2022/10/31

京都府 京都市右京区 西院幼稚園 2022/10/31
京都市右京区 梅津北小学校 2022/11/1
福知山市 六人部中学校 2022/11/1
亀岡市 亀岡市立幼稚園 2022/11/1
亀岡市 千代川小学校 2022/11/2
亀岡市 安詳小学校 2022/10/31

大阪府 大阪市都島区 認定こども園　桜宮児童センター 2022/11/1
大阪市住吉区 清水丘小学校 2022/11/1
大阪市平野区 瓜破西小学校 2022/11/2
堺市西区 福泉東小学校 2022/11/1
堺市北区 西百舌鳥小学校 2022/11/1
高槻市 大冠小学校 2022/10/31
守口市 梶小学校 2022/11/1
枚方市 明倫小学校 2022/11/4
寝屋川市 石津小学校 2022/11/1
箕面市 箕面市立第二中学校 2022/11/2
箕面市 箕面市立第六中学校 2022/11/1
門真市 おひさま保育園 2022/11/2

兵庫県 神戸市灘区 鷹匠中学校 2022/11/1
神戸市須磨区 東須磨小学校 2022/10/31
神戸市西区 井吹の丘小学校 2022/11/1
姫路市 中寺小学校 2022/11/4
明石市 大久保南幼稚園 2022/11/1
明石市 神戸大学附属幼稚園 2022/11/1
西宮市 甲東小学校 2022/10/31
西宮市 鳴尾中学校 2022/11/1
三木市 広野小学校 2022/11/2
川西市 清和台南小学校 2022/11/1
朝来市 梁瀬小学校 2022/10/31
加東市 兵庫教育大学附属小学校 2022/11/1

奈良県 奈良市 左京小学校 2022/11/2
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奈良県 大和郡山市 片桐幼稚園 2022/11/1
生駒郡斑鳩町 斑鳩中学校 2022/11/1
高市郡明日香村 明日香小学校 2022/10/31

和歌山県 和歌山市 高松小学校 2022/11/4
日高郡みなべ町 上南部こども園 2022/11/1

鳥取県 米子市 米子みどり幼稚園 2022/11/1
島根県 邑智郡邑南町 石見中学校 2022/11/1

隠岐郡隠岐の島町 西郷中学校 2022/11/2
岡山県 岡山市北区 岡山中央小学校 2022/11/1

岡山市北区 横井小学校 2022/10/31
岡山市北区 岡山に夜間中学校をつくる会 2022/11/1
岡山市東区 芥子山小学校 2022/10/31
瀬戸内市 福田保育園 2022/11/4
都窪郡早島町 早島小学校 2022/11/1

広島県 広島市南区 皆実小学校 2022/11/1
広島市南区 広島大学附属東雲小学校 2022/11/1
広島市西区 草津小学校 2022/10/31
広島市西区 庚午小学校 2022/11/2
広島市西区 広島井口高等学校 2022/11/1
広島市安佐南区 祇園小学校 2022/11/2
福山市 南小学校 2022/11/1
東広島市 西条中学校 2022/11/1
江田島市 江田島小学校 2022/11/1
山県郡北広島町 壬生小学校 2022/10/31

山口県 下関市 文関小学校 2022/11/2
岩国市 米川小学校 2022/11/2

徳島県 徳島市 徳島大学あゆみの森保育園 2022/11/1
徳島市 福島小学校 2022/11/1
鳴門市 暁の星学園　鳴門聖母幼稚園 2022/11/1

香川県 高松市 川岡幼稚園 2022/11/1
高松市 亀阜幼稚園 2022/10/31
高松市 木太北部小学校 2022/11/2
坂出市 府中小学校 2022/11/2
坂出市 林田小学校 2022/11/2

愛媛県 松山市 木の実幼稚園 2022/10/31
松山市 福音小学校 2022/11/2
新居浜市 金子小学校 2022/11/4
大洲市 大洲小学校 2022/11/1
四国中央市 土居公民館 2022/11/1

高知県 高知市 一宮幼稚園 2022/10/31
福岡県 八女市 福島小学校 2022/11/4

豊前市 山田小学校 2022/10/31
大野城市 大野小学校 2022/11/4
太宰府市 福岡県立太宰府特別支援学校 2022/11/2
糸島市 一貴山小学校 2022/11/1

佐賀県 嬉野市 轟小学校 2022/10/31
長崎県 佐世保市 潜竜聖母幼稚園 2022/10/31

佐世保市 金比良小学校 2022/11/2
諫早市 小野小学校 2022/10/31
西彼杵郡時津町 鳴鼓幼稚園 2022/11/1

熊本県 熊本市中央区 壷川小学校 2022/10/31
大分県 大分市 明治北小学校 2022/11/1

別府市 別府中央小学校 2022/11/1
宮崎県 えびの市 飯野小学校 2022/11/1

北諸県郡三股町 三股西小学校 2022/10/31
鹿児島県 霧島市 日当山小学校 2022/11/1
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