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地区 学校名 

北区 
小学校(菅北・西天満・豊崎東・豊崎本庄・豊崎・大淀・滝川)、天満中学校、

中津保育園 

都島区 
中学校(都島・高倉・淀川)、桜宮高等学校、幼稚園(育生・都島中野・高倉・

桜宮・淀川)、子ロバ乳児園、近畿社会福祉専門学校 

福島区 野田中学校、ふじのもり保育園、愛輝幼稚園 

此花区 
小学校(西九条・四貫島・島屋)、中学校(春日出・梅香)、咲くやこの花中学

校・高等学校、昇陽中学校・高等学校 

中央区 

小学校(玉造・南大江・中大江・開平・高津・南・中央)、中学校(東・上町・

城星学園)、高等学校(南・城星学園)、幼稚園(愛珠・銅座・玉造・中大江・

桃園・南・中央なにわ) 

西区 

小学校(明治・堀江・西船場・日吉・九条東・九条北)、中学校(西・花乃井・

堀江)、西高等学校、幼稚園(福音・西船場・靱・川口聖マリア・日吉・九条・

堀江)、保育園(YPC・新町第 2・西六・安治川) 

港区 小学校(磯路・市岡・築港・池島) 

大正区 
北恩加島小学校、大正北中学校、めぐみ保育園、幼稚園(北恩加島・昭和・

昭光・三軒家西) 

天王寺区 
生魂小学校、中学校(清風・四天王寺・高津・上宮)、高等学校(清風・四天

王寺・興国・大阪夕陽ケ丘学園・上宮)、神戸医療福祉大学 

淀川区 

小学校(西三国・北中島・神津・木川・木川南・塚本・田川・新高・西中島・

新東三国・東三国・三国)、中学校(三国・東三国・十三)、高等学校(北野・

東淀川) 

東淀川区 

小学校(東井高野・井高野・大隅東・大隅西・大桐・大道南・豊里・豊里南・

小松・新庄・下新庄・菅原・東淡路)、中学校(瑞光・大桐・東淀・関西大学

北陽) 

東成区 
小学校(中道・東中本・神路・宝栄・深江・東小橋・片江)、幼稚園(北中道・

東小橋・今里・東中本) 

生野区 
小学校(勝山・東中川・鶴橋・北鶴橋・小路・林寺・巽)、中学校(巽・新生

野)、勝山愛和第１・第２・第３・第４幼稚園 

旭区 城北小学校、大宮中学校、旭陽中学校 

城東区 

小学校(鴫野・聖賢・放出・鯰江・関目・榎並・大阪信愛学院)、中学校(鯰

江・大阪信愛学院)、大阪信愛学院高等学校、大阪信愛学院幼稚園、大阪信

愛学院短期大学、野江まつのはな保育園 

鶴見区 鶴見南小学校、中学校(茨田北・今津・緑)、汎愛高等学校 
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阿倍野区 小学校(高松・晴明丘・晴明丘南)、中学校(松虫・阪南) 

住之江区 
小学校(安立・清江・粉浜・新北島・加賀屋東・南港光・加賀屋)、咲洲みな

み小中一貫校 

住吉区 大阪市立大学 

東住吉区 小学校(桑津・田辺・南百済・鷹合)、中学校(中野・矢田・矢田西) 

平野区 小学校(加美南部・平野南)、東住吉高等学校 

西成区 小学校(橘・天下茶屋・梅南津守)、いまみや小中一貫校 

  



平成 30 年度 学校募金協力校芳名 

 3 / 7 

堺市 

小学校(三宝・錦綾・浅香山・錦・熊野・榎・英彰・少林寺・安井・神石・新湊・

深井・久世・西陶器・八田荘西・深井西・深坂・南八下・白鷺・日置荘・登美丘

東・登美丘西・野田・登美丘南・浜寺昭和・鳳・向丘・鳳南・上神谷・美木多・

若松台・三原台・茶山台・赤坂台・城山台・御池台・はるみ・東三国丘・五箇荘・

新金岡・金岡・百舌鳥・西百舌鳥・新浅香山・美原西)、中学校(三国丘・大浜・

泉ヶ丘東・平井・深井中央・南八下・津久野・浜寺南・福泉南・庭代台・陵南・

美原西)、堺高等学校 定時制課程、賢明学院(小・中・高)、大阪労災看護専門学

校、大泉学園、支援学校（上神谷・百舌鳥）、こども園（みどり幼児園・大仙保

育園・湊はなぞの幼稚園・湊つばさ幼稚園・堺東保育園・湊・ベルキンダー・三

宝・ベルキンダー安井・ハピネス神石・堺北幼稚園・文化保育園・なかよしの森・

東百舌鳥保育園・まつのみ・せんこう幼稚園・さかい･つくし・八田荘・八田荘

第二・久世・西陶器・陶器北・深井・あおい幼稚園・堺めぐみ学園・北野田・初

芝・登美丘西・とみなみ・大美野幼稚園・菩提幼稚園・菜の花・諏訪森幼稚園・

はまでら保育園・鈴ノ宮保育園・ドレミ保育園・こども園くさべ・石津川保育園・

サンこども園福泉園・ドリーム保育園・あいあい浜寺中央・第２ドレミ保育園・

ペガサス第二保育園・こひつじ保育園・いずみがおか幼稚園・泉北若竹保育園・

平和の園・泉北園・竹宝保育園・泉北花園・槙塚・ひなぎく・竹城台東保育園・

赤坂台・美木多いっちん保育園・城山台・ファミリー・御池台・はるみだい保育

園・みいけだい幼稚園・たけしろ幼稚園・赤坂台幼稚園・成晃ひかり幼稚園・ひ

のまる・ときわ・なかもず・わんぱく保育園・あかつき保育園・浅香・がんば白

鷺保育園・五ケ荘保育園・東三国丘保育園・北花田・新金岡西・かなおか保育園・

なないろ・ろばのこ保育園・ビクトリー保育園・新宝珠幼稚園・百舌鳥幼稚園・

子音つばさ・くろやま・美原北・共愛・錦西・英彰・東陶器・宮園・登美丘東・

日置荘・浜寺石津・津久野・上神谷・福泉中央・宮山台・若松台・新桧尾台保育

園・新金岡・百舌鳥・東浅香山・こども園保育所・美原にし・美原ひがし)、保

育園(龍谷・おおぞら・おおぞら夜間・しおあなの森・しらさぎ・麦の子・ひま

わり・みんなの・おおとり・あいあい鳳・・成晃ひかり・いづみ・新金岡センタ

ー・ひかり・よろこびの園・アンパス)、幼稚園(三宝・宝珠学園・花田口聖母・

堺東・賢明学院・東百舌鳥・はつしば学園・浜寺太陽・船尾・鳳・宮山台・泉北

光明・晴美台・原山台・泉北・新ひのお台・美木多・長池昭和第二・堺金岡・新

金岡・中央・金岡二葉・光明・第一・三国丘・八田荘・東陶器・白鷺・登美丘東・

津久野・北八下・みはら大地) 
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岸和田市 

小学校(中央・城内・浜・朝陽・東光・旭・太田・天神山・修斉・東葛城・

春木・大芝・大宮・城北・新条・八木北・八木・八木南・光明・常盤・城

東・山直南・山滝)、中学校(岸城・光陽・野村・桜台・葛城・久米田・山

直・春木・北・山滝)、和泉高等学校、保育園(中央・めだか)、こども園

(天神山・この花・五風会・東岸和田・山直南・ピープル久米田チャイル

ドスクール・ピープルブランチスクール大空・ピープルブランチスクール

小松里) 

豊中市 

履正社学園豊中中学校、箕面自由学園、保育園(わかば・ゆたか・くまの

だ・ひかり・羽鷹池ひだまり・アトリオみなみおか・おかまち・刀根山こ

ころ・アトリオとねやま・夢の鳥)、こども園(北丘聖愛園・熊野田幼稚園・

ほうなん・おうてもんがくいん) 

池田市 
小学校(池田・秦野・北豊島・呉服・石橋・緑丘・神田・大阪教育大学附

属池田)、中学校(渋谷・北豊島・石橋)、宣真高等学校、ほそごう学園 

吹田市 

小学校(吹田第一・吹田第二・吹田第三・吹田第六・吹田東・吹田南・山

手・千里第一・片山・千里第二・東佐井寺・佐井寺・千里第三・千里新田・

岸部第一・岸部第二・豊津第一・豊津第二・江坂大池・山田第一・南山田・

東山田・西山田・北山田・山田第二・山田第三・山田第五・佐竹台・高野

台・津雲台・千里たけみ・古江台・藤白台・青山台・千里丘北)、中学校

(第一・第二・第三・第五・片山・佐井寺・南千里・豊津・豊津西・山田・

西山田・山田東・千里丘・高野台・青山台・竹見台・古江台)、吹田高等

学校、幼稚園(吹田第一・吹田第三・吹田南・片山・千里第二・東佐井寺・

千里新田・岸部第一・豊津第一・江坂大池・山田第一・南山田・山田第三・

佐竹台)  

泉大津市 
小学校(穴師・旭・戎・上條・楠・条東・条南・浜)、中学校(小津・誠風・

東陽) 

貝塚市 

小学校(東・西・南・北・津田・中央・木島・葛城・永寿・二色・東山)、

中学校(第一・第二・第三・第四・第五)、高等学校(貝塚南・貝塚)、幼稚

園(貝塚カトリック・北・南・中央・木島西・西・東)、こども園(木島幼

稚園・こぎ幼稚園・パルティ道教寺・わきはま・橋本保育所・久保保育所・

永寿台保育園・貝塚南・貝塚中央・海塚保育所・ひさほ保育園・おおぞら

保育園・東山・ピアニィ道教寺・ひがし保育園・まーぶる保育園・津田・

木島・葛城・三ツ松)、幼児教室、子育て支援センター 

守口市 

錦中学校、こども園(らいこうじ学園・白鳩チルドレンセンター八雲中・

守口中央・土居ひまわり・高瀬ひまわり・寺内さくらつぼみルーム・寺内

さくら) 

枚方市 勝山愛和香里ケ丘幼稚園 

茨木市 
小学校(福井・畑田・山手台・白川)、中学校(養精・東・西陵・平田・北

陵) 
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八尾市 

小学校(高美・大正北・北山本・高美南・桂・龍華・用和・南高安・刑部・

大正・美園・東山本・八尾・久宝寺・竹渕・高安西・曙川東・永畑・西山

本・長池・志紀・亀井・南山本・上之島・山本・曙川・安中)、中学校(亀

井・南高安・久宝寺・成法・大正・東・曙川・上之島・桂・志紀・龍華・

高美・八尾・曙川南)、義務教育学校(高安小中学校)、高等学校(金光八尾・

八尾・八尾北・山本・八尾翠翔)、八尾市立特別支援学校 

泉佐野市 小学校(第三・長南・大木) 

富田林市 
小学校(藤沢台・喜志西・久野喜台・東条・伏山台・錦郡・大伴・寺池台・

川西)、中学校(喜志・第一・明治池・葛城・第二) 

寝屋川市 
小学校(南・第五・啓明・木田・堀溝・桜・梅が丘・宇谷・石津)、中学校

(第四・第五・友呂岐) 

河内長野市 

小学校(千代田・長野・天野・高向・三日市・加賀田・天見・楠・石仏・

南花台・川上・美加の台)、中学校(長野・東・西・千代田)、高等学校(暁

光・長野)、大阪千代田短期大学学生課、幼稚園(三日市・清教学園・錦渓・

ひなぎく・奈良佐保短期大学附属河内長野・長野台・おしお・えぴーく・

大阪千代田短期大学附属)、こども園(勝山愛和青葉台幼稚園・天野山保育

園・長野こども学園)、保育園(高向・大典・ちづる・観心寺・柳風台・南

嶺・天宗清見台園・美加の台・おおさかちよだ・汐の宮)、千代田台保育

所 

和泉市 

小学校(横山・光明台南・南池田・緑ケ丘・国府・いぶき野・北松尾・北

池田・伯太・鶴山台北・鶴山台南・青葉はつが野・信太・光明台北・和気・

池上・南横山・黒鳥・芦部)、中学校(和泉・槇尾・南池田)、こども園(さ

いわい・いぶきの Pre School・はつが野国際・池上わかば)、夜間保育園

いぶきのほしぞら、南松尾はつが野学園 

箕面市 

小学校(箕面・北・西・東・萱野東・豊川北)、第四中学校、保育所(萱野・

桜ヶ丘・稲・東)、幼稚園(せいなん・なか・とよかわみなみ・粟生・牧落・

箕面学園附属・箕面自由学園・聖母被昇天学院・ひじりひがし)、保育園

(小野原学園・もみじ・法泉寺・みすず学園桜ヶ丘・桜・つばさ学園・箕

面・紅葉夢) 

柏原市 
小学校(柏原・柏原東・堅下・堅下北・堅下南・国分・国分東・旭ヶ丘・

堅上・玉手)、中学校(国分・堅上・堅下北・玉手)  

羽曳野市 

小学校(駒ヶ谷・古市・西浦・高鷲・羽曳が丘・白鳥・高鷲南・古市南・

埴生南・高鷲北・恵我之荘)、中学校(誉田・高鷲・河原城)、義務教育学

校(はびきの埴生学園)、幼稚園(古市・駒ヶ谷・西浦・埴生・丹比・羽曳

が丘・白鳥・高鷲南・古市南・恵我之荘・埴生南・高鷲北・西浦東)、保

育園(向野・下開・軽里・島泉・はびきの・高鷲・坂門ヶ原・誉田・あお

ぞら・ベビーハウス社協)、認定こども園(高屋保育学園・こども未来館た

かわし) 
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高石市 

小学校(清高・取石・羽衣・東羽衣・加茂・高石・高陽)、中学校(高南・

高石・取石)、北幼稚園、加茂幼稚園、せいこう幼稚園、浜寺幼稚園、羽

衣保育園、東羽衣こども園、加茂保育園、取石認定こども園、取石南認定

こども園、南海愛児園、松の実園、綾園保育所、南海福祉専門学校 

藤井寺市 
小学校(藤井寺西・藤井寺北・道明寺・道明寺東・四天王寺)・中学校(藤

井寺・第三) 

東大阪市 

小学校(英田南・長堂)、中学校(長瀬・意岐部)、日新高等学校、高井田保

育所、保育園(しらゆき・いなだ・累徳学園・恵果・はるみや・おりづる・

東大阪ヒマワリ・花園第二・うみがめ・第二愛・愛・青葉学園・善根寺・

すずな・はるか・玉串・しまのうち・角田あおぞら・ポッポ・ポッポ第二・

春日・どんぐり・エンゼル・くるみ・マーヤ・あいせん・むぎの穂第二)、

こども園(フタバ学園・木の実キッズキャンパス・四季の風・さわらび・

たいよう・むぎの穂・やまゆり・本庄・若宮森の子・めだか・石切山手保

育園・ひしの美東保育園・若江・若宮・さくらい・菊水第一・ひしの美保

育園・菊水第二・花園・あおぞら保育園・白鳩チルドレンセンター東大阪・

西若宮・くすのき・くすのきめぐみ・さつき・アーバンチャイルド・中新

開さつき) 

泉南市 

小学校(新家・信達・東・西信達・樽井・雄信・一丘・砂川・新家東・鳴

滝)、中学校(泉南・西信達・一丘・信達)、幼稚園(くすのき・あおぞら・

砂川・砂川第 2)、こども園(たるい・信達・西信達くねあ・なるにっこ)、

保育園(ココアンジュ新家・ニチイキッズ泉南)、浜保育所 

交野市 
小学校(交野・星田・郡津・岩船・倉治・妙見坂・長宝寺・旭・藤が尾・

私市)、中学校(第一・第二・第三・第四) 

大阪狭山市 

小学校(北・東・西・南第一・南第二・南第三・第七)、中学校(狭山・第

三・南)、府立狭山高等学校、近畿大学医学部、帝塚山学院大学、ホンダ

テクニカルカレッジ関西 

阪南市 

小学校(舞・桃の木台・尾崎・上荘・東鳥取・朝日・西鳥取・下荘)、中学

校(貝掛・鳥取東・鳥取・飯の峯・尾崎)、幼稚園(まい・はあとり・朝日・

尾崎)、保育所(石田・尾崎・下荘)、こども園(ワンワン・しいの実) 

豊能町 小学校(吉川・東ときわ台・光風台)、吉川中学校 

能勢町 能勢小学校、能勢中学校、能勢高等学校、みどり丘幼稚園 

忠岡町 
小学校(忠岡・東忠岡)、忠岡中学校、幼稚園(忠岡・東忠岡)、保育所(忠

岡・東忠岡)、忠岡五校園 

熊取町 小学校(中央・西・北・南・東)、中学校(熊取・熊取北・熊取南) 

田尻町 田尻町立小学校、田尻町立中学校 
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岬町 
小学校(淡輪・深日・多奈川)、岬中学校、岬高等学校、保育所(淡輪・深

日・多奈川)、子育て支援センター・こぐま園、幼稚園(淡輪・海星・教円)

太子町 
小学校(磯長・山田)、太子町立中学校、上宮太子高等学校・中学校、太子

町立幼稚園、松の木保育園、やわらぎ保育園・幼稚園 

河南町 小学校(白木・河内・中村・近つ飛鳥)、河南町立中学校、大阪芸術大学 

千早赤阪村 小学校(赤阪・千早小吹台)、村立中学校 

 


