
岩手県
鵜礒小学校 体育教材、ブルーレイディスク、ミシン他

田老第一中学校 サッカーゴール・ゴールネット・工事一式、テント類、陸上用品、野球用品、踏切板、グランドレーキ、コートベ
ンチ漢和辞典、郊外学習バス代・宿泊研修バス代

千鶏小学校 電子黒板・ケーブル類、回転黒板、スクリーン、画用紙乾燥棚、シュレッダー、レクリエーションバド＆テニス、
プリンター、衛生保管庫、ミシン、アコーディオンつい立て・テーブル

そけい幼稚園 エアコン、下駄箱、テント
宮古工業高校 図書室備品、グランド用ベンチ、ラグビー部ユニフォーム

岩泉町 小本小学校 書画カメラ、プリンター、クリーナー、アンプ、マイクロフォン、マット
釜石市 釜石市教育委員会 スクールバス

赤崎小学校 テレビ、電子黒板、DVDプレーヤ、コピー機、掃除機、下駄箱、黒板張替え、ヒータ、オージオメータ、スポット
ライト、折りたたみ傘立て

大船渡小学校
家庭科用具、ソフトハードル、メジャー、ロープ・ロープ巻取り機、コーナープレート、黒板、プロジェクター、草
刈機、座高計、衝立、傘立て、ライン引き、MD・CDシステム、作業台・糸のこ機械、振動ドリル、電動グライン
ダー、体重計、手洗い鉢台

越喜来小学校 オージオメーター、電子黒板、コピー機

赤崎中学校 FAX・電話機、オージオメータ、耐火金庫、電子黒板、座高計、視力計、コピー機・印刷機、長いす、身長計、
体重計、シューズボックス

綾里小学校 グランド土、校庭工事
気仙小学校 野球用具（ヘルメット・キャッチャー防具）、トビナワ、フェルトペン、ジャージ上下、バレーソックス
小友小学校 運動会用具（玉入れなど）、版画インキ他、CDプレーヤー・アンプ・ミキサー他AV機器、バス借上げ代
小友中学校 陸上ユニフォーム、テニス用品、液晶プロジェクター、マグネットスクリーン、流し台、ヨド物置
高田小学校 修学旅行費補助、卒業アルバム補助
陸前高田市教育委員会 移動式テニスネット

気仙中学校 スポーツ用品、テニス移動テント、音楽・家庭科教材・青ナビ、書写、ＣＤラジカセ、理科資料集、進路本、数
学用品、問題集、総覧、学習ブック、糸、スクールガッシュ、一眼レフ、方眼黒板、大分度器

広田中学校 副教材、ファイル、問題集、美術教材、修学旅行
高田高校 図書、ユーフォニューム、木工具・オービタルジグソー、物置、画仙紙

山田北小学校 ドリル類、学力調査、テスト類・教材類、ドリル類、テキスト類、修学旅行費、アンプ・マイク、書架、一太郎ソフ
ト

船越小学校 ドリル・教材・ノート・テスト・ワーク・ドリルノート、版画道具、学習用具、視力検査器
大槌北小学校 教材、体育用品
大槌小学校 楽器、学校用具
赤浜小学校 電化製品、テーブル、文具等
大槌中学校 宮太鼓、体育器具他、フレキハードル、尺八、のみ整理箱、画用紙乾燥棚
（私）おさなご幼稚園 図工用品、カーペット、砂場、テント・シール、玩具・文具

（私）みどり幼稚園 楽器 (和太鼓、鼓隊）、平太鼓・脚・ばち、長胴太鼓・締太鼓、太鼓用具、保育備品関係、メロディーテーブル

大槌町

大船渡市

山田町

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 東日本大震災子ども支援募金 学校支援 支援対象校および支援物資など一覧

宮古市

陸前高田市



宮城県
小原木中学校 電気スタンド、延長コード、マジックペンセット
大谷中学校 部活用具
大谷小学校 竹馬60、一輪車60、折りたたみ鉄棒3セット
大谷幼稚園 親子遠足バス代、机・チェア、マイクロフォン、ロッカー、積木箱、ホームベンチ
南気仙沼小学校 パソコン
階上小学校 学用品
唐桑幼稚園 マイク、テーブル、チェア、巧技台Bセット、デスク、キャビネット、フォルダー、ロッカー
気仙沼向洋高校 ブックコートフィルム、バーコードリーダー、量作業台等

鹿折小学校 スポーツ用品、文具、教具用教材、大型バス代、コンピュータ、弁当箱、大型バス代、中型バス代、ドリル、川
砂、刈払い機

葦の芽星谷幼稚園 パソコン、教材、数学用教材、遊具
多賀城八幡小学校 修学旅行、1年生遠足バス代、3年生遠足バス代、４年生遠足バス代、５年生遠足バス代、リサイクルトナー
桜木花園幼稚園 木製遊具設置
戸倉中学校 バス代（運行日：7月14日）、清掃用具、職員室備品、備品、体育備品、体育備品
名足小学校 学校用品
戸倉小学校 スポーツ用品、プロジェクター、ヒーター
あさひ幼稚園 砂場用タープ
閖上中学校 修学旅行、農業体験学習（2年生）、送迎バス代、長靴、バス代（10/28運行・1年生)
閖上小学校 修学旅行代、校外学習代
下増田小学校 学校用品、テーブル、椅子
下増田幼稚園 学校用品,、柵、絵本、運動会用具、DVDプレーヤー、扇風機、加湿器
農業高校 修学旅行代
住吉小学校 石油ストーブ、折りたたみチェア
住吉中学校 楽器、AV機器他
船越小学校 教材、6年生修学旅行代、ノートＰＣ
門脇小学校 遠足代、修学旅行、野外学習宿泊費
湊第二小学校 液晶ＴＶ、傘立て、玄関マット、黒板、ラジカセ、ビデオカメラ、デジカメ、教材、修学旅行代、野外学習代
湊小学校 テント、遠足バス代、校外学習バス代、プリンター、インク、運動会用具、天文台学習投映セット券、
湊中学校 遠足代、野外合宿、修学旅行代、学力検査代
貞山小学校 傘立て、サッカーゴール、絵本ラック、ミーティングテーブル、高圧洗浄機
雄勝小学校 遠足・修学旅行バス代、校外学習バス代、備品
雄勝中学校 ボトル、制服類
女子商業高等学校 学年旅行バス代
大街道小学校 備品・教材、体育用品
大川中学校 備品、修学旅行、アルバム代
開北小学校 校外学習バス代、学校用品、シュレッダー、プロジェクター、モバイルスクリーン
渡波小学校 遠足バス代、ミシン
釜小学校 パイプ椅子、ジェットヒーター
谷川小学校 ファミリーコード、紅白幕、マイク、ドラム、プロジェクター

石巻工業高校 自動カンナ、桝型ブロック、国家技能検定試験受験対策ユニット、プラズマテレビ、VHS・DVDレコーダー、ベ
ンチコート・マーキング工賃、アンプ・ケーブル、冷蔵庫

石巻商業 ミシン、チューバ、弓道道具、液晶テレビ、デジカメ・プリンター

水産高校
テニスシャツ、卓球シャツ、ライン引き、バレーボール、ロンスタンレースブーツ、ベルゲンジャケット、サッカー
ボールバッグ、バスケ用品、ゲーム用シャツ、実習用品、青玉虫塗胴・ネーム、ライフジャケット、ウェットスー
ツ、フィン・スノーケル・マスク・ブーツ

好文館高校
体操マット、バレーユニホームシャツ・パンツ・マーク、ベンチコート、Tシャツ、スウェットトレーナー、ボール
キャリー、バットスタンド、ワンタッチテント、コートベンチ、掃除道具、ポット、ホワイトボード、引違書庫 ガラ
ス戸、書庫ベース、五體字類、アルトサックス、新沐浴人形

吉浜小学校
旅行代金、集合写真、ネット、ゴムマット、校外学習、耐火金庫、パソコン、扇風機等、マグネット、色紙模造
紙、地球儀、学校旗、賞状盆、日の丸、ケント紙等、マグネットスクリーン、物置、広辞苑、絵本架、テープ、イ
ンクカートリッジ、校外学習バス代

山下中学校 バス代、集会用テント、校章

相川小学校
旅行代金、ゴムマット、ロープ、パイプ等、集合写真、一眼レフカメラ、校外学習大型車賃、物置組立工事、刈
払機、テント・リアカー、電子レンジ、石油ストーブ、写真カラープリント代、裁断機・色上質紙、木製塗装すの
こ、切手、冷蔵庫、アロンアルファ

湊幼稚園 砂場、スポーツスタンド、身長計・体重計他、デスク・配膳台
鳴瀬第二中学校 陸上競技ユニフォーム、パーティション、両面移動黒板他備品一式、ＡＩ時間割(コンピュータソフト）、旅行代
赤井南小学校 カラーマット、傘立て他学校備品、校旗、音楽教材CD、

浜市小学校 旅行代金、バス代、学校用品（茶碗、アイロン、電子辞書）、ポーチ・バック・ざぶとん・まくら、スタッキング・ス
ツール・ロー、ファンヒーター、ミニサッカーゴール、掃除用具・黒板クリーナー・傘立、書画カメラ

野蒜小学校 修学旅行、自然教室、修学旅行写真、ストップウォッチ、ヒーター、行事用ワイヤレスアンプセット、体育用具
入れ物置設置代、非常連絡用トランシーバセット

矢本第二中学校 エコゲームベスト、テニス審判台、楽器、CDラジカセ、実験用具、オーブンレンジ、乾燥棚、包丁、まな板、
皿、グローブ、黒板、模型、剣道竹刀

大曲小学校 キャビネット、黒板、掲示板、プロジェクター、貸切バス代
のびる幼稚園 幼児用収納ベッド、書庫、テーブル、講義台他

中野小学校 学習ノート、ウィンドブレーカー、箸・スプーンセット、歯みがきセット、副教材、ジャージ類、修学旅行、修学旅
行写真代、野外活動費、

荒浜小学校 職員室用冷蔵庫、扇風機、旅行代、バス代、テーブル、パトロールベスト、遠足代

東六郷小学校
物置、網戸取り付け、緊急地震速報機、文具、家庭科・理科用品等、地図、パネルシアター、卒業アルバム、
証書ホルダー、箔押し代、タクシー代、バス代、学習用品、文具、シール、台紙ラベル、夏ドリル、学習帳、お
りがみ、テープ・スタンプ

岡田小学校 サッカー用具、アンプ・チューナー・マイク、テント
高砂中学校 ロープ・なわとび等

荒浜中学校 バス代（野外学習）、ユニフォーム、楽器修理代、USBメモリー、ターフテント、かんなセット、全校遠足、郡駅
伝大会・校内学校コンクール送迎、楽器部品交換

荒浜小学校 太鼓修理代
吉田中学校 バス代（修学旅行）、備品(書庫、マットレス他）
長瀞小学校 修学旅行他バス代、備品
高谷小学校 砂場入替他工事、軽量折りたたみチェア、マーチングキーボード

七ヶ浜中学校

ブルーシート、PCソフト（師楽中学校）、置き金庫工事費、ころころ収納ケース、衛生用品、楽器、黒板、パズ
ル・ゲーム、HDD、教務必携・学級日誌、人工芝ユニットターフ、文具、無線LAN子機、電流装置、強力パン
チ、掲示板、フラッシュカード・ピクチャーカード、指導用ＣＤ、電話機購入及び設置、AED収納ケース、ガスコ
ンロ、小筆、紙パック掃除機、脚キャップ、スピーカー、電池

松ヶ浜幼稚園 カラーマット・集会用テント他、砂場用アーチ、三輪車・スケーター
和光幼稚園 アンパンマン号（遊具）

中浜小学校 大型裁断機、電話機、レーザープリンタトナー、プリンター部品、屋外物置、工具セット、ＤＶＤプレーヤ、草刈
機、他

山下第二小学校 パソコン、AV機器等

ふじ幼稚園 行事案内板、折りたたみ講演台、跳び箱、折りたたみ花台他、粘土ケース、お道具箱、ねんど板、なわとび、
他

岩沼市 玉浦中学校 臼・杵、木製書架、楽器、学校用品（CD・手すき紙づくりセット等）、OA用品

気仙沼市

石巻市

七ヶ浜町

山元町

仙台市

亘理町

多賀城市

南三陸町

名取市

東松島市



福島県

永崎小学校 移動書架13ヶ、折りたたみイス、コクヨ折り畳みイス、会議用テーブル、耐火金庫、ジェットヒーター（赤外線暖
房機）、ガラス書庫

豊間小学校 移動書架、ソファベッド、空気清浄機、ＤＶＤ教科書、見学学習・修学旅行、インクカートリッジ、カメラ・SDカー
ド

久之浜第一小学校 旅行代金、ファイルワゴン・ブックワゴン、子どもジャンプ傘、デジタルビデオカメラ・一眼レフカメラ、フロアスク
リーン

久之浜第二小学校 見学学習旅行、ビジネスワゴン、ファイルワゴン、コピー用紙、インクカートリッジ、ラミネーター、暖房機ブライ
トヒーター・ガードフェンス、ポータブルステージ、運搬庫、展示版、展示版、野球道具

久之浜中学校 衝立て・ジョイント、体重計、マット・ゴム・AV機器
四倉中学校 玄関用具（下駄箱・マット）、運道具類

豊間中学校 デジカメ、ビデオカメラ、冷蔵庫、ラック、防犯ブザー、賞状盆、学校備品（ワゴン・センターテーブル・レター
ケース）、進物盆・賞状枕、三脚

いわき海星高校 太鼓類、テレビ、トランシーバー、アンテナ等の電気関係、バスドラム等、アンプ類、横幕
田人中学校 楽器、書棚、ＯＡ用品、ブックスタンド、光学台、野球用品
久之浜第一幼稚園 加湿器、純水器、体重計

鏡石町 鏡石第一小学校 学校用品、ポータブルワイヤレスアンプ
須賀川市 須賀川第一小学校 液晶テレビ、黒板ふきクリーナー、小型冷蔵庫、書架・新聞架、デジカメ
南相馬市 真野小学校 オフィスユニット、かさ立て、ロッカー、黒板等

原発被災校支援

飯舘村 飯舘中学校

バドミントンラケット、シャトルコック、簡単ネット、ソフトテニスボール、ソフトテニスボール、バレーボールアン
テナ、バレーボールカバー、バレーボールネット、バレーボール、デジタルタイマー、卓球ボールガードネッ
ト、バタフライトレーナー、ホームベース、軟式帆布ベース、ピッチャープレート、トスマシーン、フットサルゴー
ル、ライン引き機、ステージピアノ、パワードスピーカー、フットペダル、キーボードスタンド、ＣＤラジオカセット
レコーダー

大熊中学校 移動式音響機器システム

熊町小学校 サッカーゴールネット、スタンド式移動ボード、ポータブルＣＤシステム、黒板張替え、液晶テレビ、ディスプレ
イスタンド、ヤマハシンプルキーボード、一輪車

大野小学校 ポータブルＣＤシステム、シンプルキーボード、給食運搬車、スチール運搬車
大熊幼稚園 親子式配膳台、掛時計、ファンヒーター、雪かき、防寒着、幼児用雨カッパ

双葉翔陽高校
ワイアレスアンプセット、ビデオカメラ、三脚、ワイドコンバーター、レジャーアクセサリーキット、プロジェク
ター、スクリーン、男子ワイシャツ、ネクタイ、女子ブラウス、リボン（女子）、ソフトテニスボール、ソフトテニス
用ネット、トレーニングハードル、硬式金属バット、アイシングサポーターセット、氷のう

八沢小学校 体育館入り口マット、ユニットターフ、ロンステップマット、コルクボード掲示板、仙台八木沢ベニーランド入園
料・フリーパス・駐車料金

高平小学校
映写マグネットゲーム、ターゲットゲーム、ＮＨＫみんなのうた大全集、カラーボックス、冷蔵庫、ホームスター
（小型プラネタリウム）、ベルハーモニー、パーラービーズ、リリアンセット、ジュエリービーズ、ファミリーフィッ
シング、ツィスター、ホワイトボード、キーボード、マグネット、玄関マット

福浦小学校 仙台ベニーランド入園料、耐火金庫・設置費、脇机、ポリトラッシュ、ブルーレイディスクプレーヤ、液晶デジタ
ルテレビ、月行事予定表

大みか小学校 ペンチセット、ふきだし黒板、世界地図、日本地図、巻尺、カラーマット、メディカルスタンド、パターンブロッ
ク、国語辞典、コードリール

太田小学校 体育館入口内外マット、回転黒板、掃除機・紙フィルター、コピー機兼印刷機、印刷機、体育館通路マット
原町第二小学校 楽器用具（サックスリード、マウスピース等）、打楽器、講師謝礼、
鹿島小学校 拡大プリンタ、Ａ４書庫、ＤＶＤプレーヤ
原町第一小学校 電子黒板機能付デジタルテレビセット
小高小学校 教材、国語辞典、漢字字典、テレビ・ＤＶＤプレーヤ

原町第三小学校 トランシーバー、メガホン、デジタルカメラ、ストップウォッチ、将棋セット、対局時計、小学生ゴムハードル、双
眼実体望遠鏡、パネルシアターステージ、カラーパネルシアター保健活動セット、紙芝居

上間野小学校 環境放射線モニタ、スマートフォンコードレス、屋外型センサーライト、デジタルカメラ

石神第二小学校 泥落とし用玄関マット、屋内用玄関マット、カラーボックス、プリンタートナー、印刷機インク、印刷機マスター、
洗濯機、加湿器、磁石

金房小学校
書庫、テーブル、シュレッダー、ＣＤラジカセ、カラーボックス、ＯＡチェア、組み立て費、事務デスク、アンダー
デスクラック、アンダーデスクボックス、加湿空気清浄機、ホスピタルワゴン、ポット、テスト・プリント、国語辞
典

鳩原小学校
書庫、テーブル、スタンダードスクリーン、診察用寝台、ＣＤラジカセ、キーボード・スタンド、カラーボックス、Ｏ
Ａチェア・組み立て費、事務デスク・組み立て費、アンダーデスクラック、アンダーデスクボックス、加湿空気清
浄機、エコノミーＯＡチェア・組み立て費、パイプ椅子、ポット、辞書、辞書、テスト・プリント

鹿島中学校 数学の友、バスケットボール、バレーボール、電子塩分系、手持屈折計（糖度計）、キーボードアンプ、Ｄリン
グファイル、温風ヒーター、玄関マット、案内板、掃除機、ホールモップ・スタンド

原町第三中学校 軽量ラック、メタルシェルフ、カラーボックス、加湿空気清浄機、掃除機・掃除機用紙パック、鉄製ベット、モバ
イルデータカード、パソコン、3年実力テスト代、プリンタトナー

小高中学校 教材（国語の学習、みつけよう？と！「歴史資料」、計算練習ノート、他）
原町第二中学校 デジタル複写機

石神中学校 冬休みのワーク、ビッグアート用画用紙、ビッグアート用マジックペン、加湿器、表簿保管キャビネット、技術
科教材（ケント紙）、技術科教材（太陽電池）、印刷用紙

小高工業高校 第93回全国高等学校野球選手権福島大会応援バス借上
原町高等学校 貸切バス賃借料、楽器運搬トラック賃借料

双葉町 双葉高校 卒業アルバム

山木屋小学校
電波クロック、ミラー、アンダーデスクラック、Ａ４スチール書庫、Ａ４スチールキャビネット、ローシェルフ、ミド
ルシェルフ、マーチングキーボード、トランペット、マグネット、ラジカセ、鉛筆削り、図書（昔話）、救急バッグ、
線量計、ファックス複合機、ハンドメガホン、プラスチックボックス、体重計、デジタルカメラ

山木屋中学校

扇風機、ユニフォーム（陸上競技・バドミントン）、バドミントン大会・陸上競技会遠征費、駅伝大会参加費、ス
ケート大会使用料・参加費、アルトリコーダー、教材費（テスト代など）、Ａ４スチール書庫、電気集塵機、ポリ
シャーフロアパッド、水切りワイパー、ノンリンス洗剤、ワックス、文房具代、懐中電灯、ＣＤプレーヤー、ハチ
アブマグナムジェット

富岡町 富岡高校 富高の集い野外活動スキー（リフト・ウェア・インストラクターレッスン代）

いわき市

川俣町

南相馬市

大熊町


