
　　　　　　　ベルマーク2022年11月第２週（11/７～11/13）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 札幌市南区 澄川小学校 2022/11/11
札幌市厚別区 認定こども園新さっぽろ幼稚園・保育園 2022/11/10
登別市 幌別小学校 2022/11/7
岩内郡岩内町 岩内幼稚園 2022/11/7

青森県 青森市 三内西小学校 2022/11/8
五所川原市 栄小学校 2022/11/9

岩手県 盛岡市 岩手大学教育学部附属小学校 2022/11/8
宮城県 仙台市宮城野区 西山小学校 2022/11/7
秋田県 秋田市 日新小学校 2022/11/11

大仙市 大曲小学校 2022/11/8
福島県 福島市 清明小学校 2022/11/7

福島市 桜の聖母学院小学校 2022/11/10
いわき市 わかぎ幼稚園 2022/11/7

茨城県 日立市 日高小学校 2022/11/10
土浦市 都和小学校 2022/11/11
取手市 高井小学校 2022/11/11
ひたちなか市 高野小学校 2022/11/7
行方市 聖愛学園認定こども園のぞみ 2022/11/10
那珂郡東海村 舟石川小学校 2022/11/11

栃木県 宇都宮市 認定こども園さくらが丘 2022/11/8
宇都宮市 城東小学校 2022/11/10
宇都宮市 清原東小学校 2022/11/7
鹿沼市 北小学校 2022/11/7
那須塩原市 南小学校 2022/11/7
下都賀郡野木町 南赤塚小学校 2022/11/11

群馬県 前橋市 新田小学校 2022/11/7
高崎市 吉井小学校 2022/11/7
沼田市 池田小学校 2022/11/11
渋川市 金島小学校 2022/11/7
渋川市 豊秋小学校 2022/11/11
邑楽郡明和町 明和こども園 2022/11/11
邑楽郡邑楽町 中野幼稚園 2022/11/7

埼玉県 さいたま市北区 つばさ小学校 2022/11/10
さいたま市大宮区 大宮南小学校 2022/11/7
さいたま市大宮区 大宮東小学校 2022/11/10
さいたま市見沼区 東宮下小学校 2022/11/7
さいたま市緑区 芝原小学校 2022/11/7
さいたま市緑区 美園北小学校 2022/11/11
川越市 名細小学校 2022/11/8
川越市 大東東小学校 2022/11/7
熊谷市 熊谷南小学校 2022/11/10
川口市 芝小学校 2022/11/7
川口市 青木北小学校 2022/11/7
川口市 南鳩ヶ谷小学校 2022/11/11
所沢市 清進小学校 2022/11/11
飯能市 加治東小学校 2022/11/10
上尾市 原市南小学校 2022/11/8
蕨市 わらび幼稚園 2022/11/8
新座市 池田小学校 2022/11/11
桶川市 桶川小学校 2022/11/11
八潮市 八條小学校 2022/11/8
八潮市 大原小学校 2022/11/11
三郷市 八木郷小学校 2022/11/11
鶴ケ島市 杉下小学校 2022/11/8
白岡市 南小学校 2022/11/10
北足立郡伊奈町 伊奈中学校 2022/11/8
入間郡三芳町 竹間沢小学校 2022/11/7
入間郡三芳町 上富小学校 2022/11/7

千葉県 千葉市中央区 松ケ丘幼稚園 2022/11/8
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千葉県 千葉市花見川区 こてはし台小学校 2022/11/11
千葉市美浜区 打瀬小学校 2022/11/7
市川市 幸小学校 2022/11/7
船橋市 二宮小学校 2022/11/10
船橋市 西海神小学校 2022/11/10
船橋市 三山小学校 2022/11/11
船橋市 飯山満南小学校 2022/11/11
船橋市 薬円台南小学校 2022/11/11
佐倉市 佐倉小学校 2022/11/11
柏市 柏第三小学校 2022/11/10
柏市 松葉第二小学校 2022/11/7
市原市 辰巳台西小学校 2022/11/10
流山市 江戸川台ひまわり幼稚園 2022/11/8
我孫子市 我孫子第一小学校 2022/11/11
大網白里市 大網白里特別支援学校 2022/11/10

東京都 中央区 日本橋中学校 2022/11/7
江東区 毛利小学校 2022/11/11
江東区 第五砂町小学校 2022/11/10
江東区 八名川小学校 2022/11/11
大田区 大森第四小学校 2022/11/10
世田谷区 若林小学校 2022/11/11
中野区 北原小学校 2022/11/11
杉並区 杉並第九小学校 2022/11/7
杉並区 高井戸東小学校 2022/11/10
豊島区 若草保育園 2022/11/10
豊島区 城西大学附属城西中学・高等学校 2022/11/10
板橋区 ふたば幼稚園 2022/11/8
練馬区 豊玉小学校 2022/11/8
足立区 とねり伊藤幼稚園 2022/11/7
八王子市 すぎな愛育園 2022/11/11
立川市 新生小学校 2022/11/8
三鷹市 井口小学校 2022/11/10
調布市 マルガリタ幼稚園 2022/11/7
調布市 晃華学園マリアの園幼稚園 2022/11/7
町田市 小山中央小学校 2022/11/10
町田市 本町田東小学校 2022/11/7
小平市 小平第十五小学校 2022/11/10
東大和市 東大和市立第七小学校 2022/11/8
西東京市 保谷第二小学校 2022/11/10

神奈川県 横浜市金沢区 六浦南小学校 2022/11/11
横浜市港北区 師岡小学校 2022/11/7
横浜市旭区 中沢小学校 2022/11/8
川崎市川崎区 殿町小学校 2022/11/8
川崎市川崎区 川中島中学校 2022/11/7
川崎市多摩区 南生田小学校 2022/11/10
川崎市麻生区 西生田小学校 2022/11/10
川崎市麻生区 南百合丘小学校 2022/11/11
相模原市南区 上鶴間小学校 2022/11/7
相模原市南区 若草小学校 2022/11/11
藤沢市 片瀬小学校 2022/11/7
秦野市 秦野市立西小学校 2022/11/7
大和市 認定こども園高座みどり幼稚園 2022/11/7
大和市 大野原小学校 2022/11/7
座間市 相武台東小学校 2022/11/8
綾瀬市 綾西幼稚園 2022/11/11
足柄下郡湯河原町 吉浜小学校 2022/11/10

新潟県 南魚沼市 塩沢小学校 2022/11/7
富山県 富山市 和合保育所 2022/11/8

富山市 呉羽小学校 2022/11/7
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富山県 富山市 月岡小学校 2022/11/7
高岡市 和田保育園 2022/11/7
高岡市 はおか保育園 2022/11/7

石川県 金沢市 富樫小学校 2022/11/8
珠洲市 飯田小学校 2022/11/9

山梨県 大月市 猿橋小学校 2022/11/7
長野県 大町市 美麻小中学校 2022/11/8

安曇野市 豊科北中学校 2022/11/7
岐阜県 岐阜市 茜部小学校 2022/11/7

大垣市 大垣市立西小学校 2022/11/9
各務原市 蘇原第一小学校 2022/11/7

静岡県 静岡市清水区 曙保育園 2022/11/9
静岡市清水区 清水袖師小学校 2022/11/7
静岡市清水区 清水岡小学校 2022/11/11
静岡市清水区 清水高部東小学校 2022/11/10
浜松市西区 雄踏幼稚園 2022/11/7
浜松市北区 中川幼稚園 2022/11/7
富士宮市 認定こども園リーチェル幼稚園 2022/11/10
伊豆市 富士陽光学園富士コンピュータ専門学校 2022/11/8

愛知県 名古屋市南区 道徳小学校 2022/11/10
豊橋市 栄小学校 2022/11/11
春日井市 春日マリア幼稚園 2022/11/8
春日井市 高蔵寺幼稚園 2022/11/10
春日井市 春日井小学校 2022/11/10
豊川市 国府小学校 2022/11/10
豊田市 高橋こども園 2022/11/10
豊田市 まふみ幼稚園 2022/11/8
丹羽郡扶桑町 誠信高等学校 2022/11/11

三重県 四日市市 八郷西小学校 2022/11/10
員弁郡東員町 バンブーキッズ西 2022/11/9

滋賀県 大津市 石山幼稚園 2022/11/10
大津市 仰木の里東幼稚園 2022/11/10
草津市 笠縫東小学校 2022/11/10
湖南市 三雲幼稚園 2022/11/9
湖南市 認定こども園水戸幼稚園 2022/11/7

京都府 京都市南区 九条弘道小学校 2022/11/10
京都市右京区 西京極西小学校 2022/11/7
京都市伏見区 下鳥羽小学校 2022/11/8
京都市伏見区 藤城小学校 2022/11/7
京都市西京区 松尾小学校 2022/11/9

大阪府 大阪市住吉区 大領小学校 2022/11/11
大阪市鶴見区 今津小学校 2022/11/8
大阪市北区 菅北小学校 2022/11/11
堺市堺区 市小学校 2022/11/7
堺市西区 福泉上小学校 2022/11/7
豊中市 西丘小学校 2022/11/7
池田市 石橋小学校 2022/11/7
高槻市 桜台小学校 2022/11/9
守口市 庭窪中学校 2022/11/7
枚方市 西長尾小学校 2022/11/11
八尾市 用和小学校 2022/11/7
寝屋川市 中央小学校 2022/11/11
箕面市 箕面市立西小学校 2022/11/7
東大阪市 桃の里幼稚園 2022/11/7
東大阪市 縄手北小学校 2022/11/7
泉南郡田尻町 田尻町立幼稚園・保育所 2022/11/7
南河内郡太子町 山田小学校 2022/11/7

兵庫県 神戸市須磨区 若草小学校 2022/11/8
神戸市須磨区 高倉台小学校 2022/11/9
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兵庫県 神戸市中央区 中央小学校 2022/11/7
姫路市 糸引幼稚園 2022/11/10
姫路市 安室東幼稚園 2022/11/9
姫路市 広峰小学校 2022/11/11
尼崎市 園和小学校 2022/11/11
尼崎市 立花南小学校 2022/11/8
加古川市 野口南小学校 2022/11/7
三木市 緑が丘東小学校 2022/11/10
川西市 新清和台幼稚園 2022/11/7
宍粟市 城下小学校 2022/11/7

奈良県 奈良市 奈良県立奈良西養護学校 2022/11/7
大和郡山市 筒井小学校 2022/11/10
生駒市 生駒台小学校 2022/11/7
北葛城郡王寺町 王寺町立王寺南義務教育学校 2022/11/11

和歌山県 和歌山市 和佐幼稚園 2022/11/8
鳥取県 米子市 にしき幼稚園 2022/11/9
島根県 松江市 法吉小学校 2022/11/7

出雲市 西野小学校 2022/11/8
大田市 温泉津小学校 2022/11/11
雲南市 木次小学校 2022/11/7

広島県 広島市南区 広島マリア幼稚園 2022/11/8
広島市南区 楠那小学校 2022/11/8
広島市安佐南区 伴小学校 2022/11/11
広島市安佐南区 伴東小学校 2022/11/8
広島市安芸区 畑賀小学校 2022/11/7
広島市佐伯区 八幡小学校 2022/11/8
呉市 吉浦小学校 2022/11/11
三原市 中之町小学校 2022/11/10
福山市 「ゼノ」こばと園 2022/11/8

山口県 下関市 清末小学校 2022/11/11
下関市 王喜小学校 2022/11/11
下関市 長府中学校 2022/11/7
防府市 牟礼小学校 2022/11/11
熊毛郡田布施町 麻郷小学校 2022/11/7

徳島県 小松島市 南小松島幼稚園 2022/11/8
香川県 高松市 亀阜小学校 2022/11/11

高松市 東植田小学校 2022/11/11
愛媛県 松山市 久枝小学校 2022/11/10

東温市 愛媛県立しげのぶ特別支援学校 2022/11/9
高知県 高知市 筆山保育園 2022/11/9

高岡郡佐川町 斗賀野小学校 2022/11/11
福岡県 北九州市小倉南区 曽根小学校 2022/11/10

北九州市八幡西区 萩原小学校 2022/11/8
福岡市東区 名島小学校 2022/11/8
福岡市中央区 福岡教育大学附属福岡中学校 2022/11/10
福岡市南区 東花畑小学校 2022/11/7
久留米市 久留米市立南小学校 2022/11/7
行橋市 きらきら星幼稚園 2022/11/8
那珂川市 片縄小学校 2022/11/8

佐賀県 佐賀市 鍋島小学校 2022/11/8
唐津市 相知小学校 2022/11/11

長崎県 長崎市 聖マリア幼稚園 2022/11/11
長崎市 香焼小学校 2022/11/11
佐世保市 認定こども園桜の聖母幼稚園 2022/11/7
諫早市 みはる台小学校 2022/11/9
平戸市 津吉保育所 2022/11/8
雲仙市 国見中学校 2022/11/8
北松浦郡佐々町 佐々小学校 2022/11/9

熊本県 熊本市南区 田迎小学校 2022/11/8
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大分県 大分市 判田小学校 2022/11/11
玖珠郡玖珠町 森中央小学校 2022/11/7

宮崎県 都城市 明和小学校 2022/11/7
延岡市 伊形小学校 2022/11/9
西臼杵郡高千穂町 高千穂小学校 2022/11/7

鹿児島県 鹿児島市 大谷幼稚園 2022/11/11
鹿児島市 若葉幼稚園 2022/11/11
鹿児島市 鶴丸高等学校 2022/11/10
薩摩川内市 平佐西小学校 2022/11/7

ありがとうございました！
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