
寄贈先予定

藤女子中学・高等学校
藤女子大学
北海道聖書学院
北星学園大学附属高等学校
聖園学園短期大学
聖霊女子短大付属高等学校
聖霊女子短期大学
盛岡白百合学園小学校・中学校
聖泉神学塾
青森明の星中学･高等学校
東奥義塾高等学校
弘前学院聖愛高等学校
八戸聖ウルスラ学院高等学校
遺愛女子高等学校
函館白百合学園中学・高等学校
函館ラ・サール中学・高等学校
北星学園余市高等学校
海星学院高等学校
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北星学園女子高等学校
札幌聖心女子学院中学･高等学校
札幌光星中学･高等学校
天使大学
とわの森三愛高等学校
旭川藤女子高等学校
北見藤女子高等学校
お茶の水聖書学院
女子学院高等学校
曉星中学･高等学校
白百合学園小学校・中学･高等学校
雙葉中学･高等学校
上智大学
東洋英和女学院高等部
明治学院高等学校
頌栄女子学院高等学校
聖心女子学院初等科・中等科･高等科
普連土高等学校
JTJ宣教神学校
ウェスレアン・ホーリネス神学院
東京バプテスト神学校
聖学院高等学校
女子聖学院高等学校
星美学園高中学･高等学校
東京聖書神学院
日本宣教神学校
日本福音学校葛西校
清泉女子大学
香蘭女学校高等科
改革派神学研修所
青山学院高等部
聖心女子大学
日本福音学校代々木校
日本ナザレン神学校
聖契神学校
恵泉女学園高等学校
目黒星美学園中学校
玉川聖学院高等部
田園調布雙葉中学校
フルゴスペル神学大学＆大学院・東京校
レーマ聖書学院
日本聖書神学校
カリフォルニア神学大学院日本校
東京総会神学校
東京フリーダム神学大学
主の十字架神学校
光塩女子学院初等科
救世軍士官学校
日本聖書大学院
ルイジアナバプテスト大学日本校
中央聖書神学校
立教池袋高等学校
東京宣教神学校
東京キリスト合同神学院
東京神学校
福音総合研究所
日本ルーテル神学校
東京神学大学
白百合女子大学
晃華学園高等学校
晃華学園中学校
国際基督教大学高等学校
サレジオ小・中学校
明治学院東村山高等学校
東京聖書学院
キリストの教会伝道学院
東京純心女子中学･高等学校
東京純心女子大学
聖パウロ学園高等学校
サレジオ工業高等専門学校
桜美林高等学校
農村伝道神学校
啓明学園高等学校
自由学園男子部・女子部高等科
東星学園小学校・中学･高等学校
聖書宣教会・聖書神学舎
カリタス女子中学･高等学校
捜真女学校高等学部
サレジオ学院中学･高等学校
イムマヌエル聖宣神学院
聖ヨゼフ学園小学校・中学･高等学校
聖坂養護学校高等部
横浜雙葉中学校
フェリス女学院高等学校
横浜共立学園高等学校
聖光学院中学･高等学校
関東学院高等学校
横浜英和女学院高等学校
関東学院六浦高等学校
横須賀学院高等学校
聖セシリア女子短期大学
聖セシリア女子中学･高等学校
日本バプテスト神学校
栄光学園高中学･高等学校
清泉女学院中学･高等学校
湘南白百合学園中学･高等学校
聖園女学院中学･高等学校
アレセイア湘南高等学校
活水聖書学院
上智短期大学
基督聖協団聖書学院
日本福音学校千葉校
日本宣教バプテスト神学校
東京基督教大学
ガリラヤ聖書神学校
千葉英和高等学校
日本聖書専門学校
Ｕ．Ｎ神学校
児童伝道学院
北関東神学研修センター
基督兄弟団聖書学院
茨城キリスト教学園高等学校
宇都宮海星女子学院中学･高等学校
宣教師訓練センター
勝利聖書神学校
浦和明の星女子中学校・高等学校
浦和ルーテル学院高等学校
グレース・バプテスト神学校
聖霊神学校
東京聖書学校
中央日本聖書学院
東洋ローア・キリスト聖書学院
日本キリスト教会神学校
立教新座高等学校
聖望学園高等学校
新島学園高等学校
共愛学園高等学校
長野清泉女学院中学･高等学校
清泉女学院大学
日本バプテスト聖書神学校
山梨英和高等学校
不二聖心女学院高等学校
静岡英和女学院高等学校
静岡雙葉中学･高等学校
静岡聖光学院中学･高等学校
清水国際高等学校
静岡サレジオ小学校・中学校
浜松海の星高等学校
聖隷クリストファー高等学校
リバイバル聖書神学校
中日本聖書神学校
光ヶ丘女子高等学校
ERM聖書学校
キリスト聖書神学校
東海聖書神学塾
金城学院高等学校
名古屋高等学校
名古屋福音聖書学校
南山短期大学
南山中学・高等学校・女子部
南山中学・高等学校・男子部
南山大学
南山国際中学･高等学校
聖霊中学･高等学校
聖カピタニオ女子高等学校
済美高等学校
聖マリア女学院中学・高等学校
海星中学･高等学校
メリノール女子学院中学校・高等学校
セントヨゼフ女子学園中学･高等学校
愛農学園農業高等学校
近江兄弟社高等学校
大阪信愛女学院中学･高等学校
大阪女学院高等学校
城星学園高等学校
明星中学･高等学校
YMCA学院高等学校
大阪星光学院中学･高等学校
プール学院高等学校
桃山学院高等学校
大阪キリスト教短期大学神学科
大阪YMCA国際専門学校
フルゴスペル神学大学＆大学院
梅花高等学校
聖母被昇天学院中学･高等学校
福音聖書神学校
大韓イエス教長老会改革総会神学校 日本校
聖母女学院中学･高等学校
同志社香里高等学校
四條畷キリスト教学院
アンテオケ国際宣教神学校
清教学園高等学校
賢明学院中学･高等学校
同志社女子高等学校
平安女学院高等学校
洛星中学･高等学校
京都ノートルダム女子大学
ノートルダム女学院高等学校
同志社高等学校
同志社国際高等学校
聖母学院高等学校
聖母学院中学校
聖母女学院短期大学
京都聖カタリナ高等学校
日星高等学校・専攻科
京都暁星高等学校
生駒聖書学院
和歌山信愛女子短期大学
和歌山信愛女子短期大学附属中学･高等学校
神戸神学館
神戸ルーテル聖書学院
神戸ルーテル神学校
神戸改革派神学校
関西単立バプテスト神学校
東洋聖書神学院
国際使徒学校関西エリア校
啓明学院高等学校
神戸国際大学附属高等学校
愛徳学園高等学校
神戸聖書宣教学校
関西聖書神学校
六甲中学･高等学校
神戸海星女子学院中学･高等学校
松蔭高等学校
神戸海星女子学院大学
頌栄人間福祉専門学校
百合学院中学･高等学校
聖トマス大学
仁川学院小学校・中学･高等学校
関西神学塾
関西聖書学院
関西学院高等部
神戸女学院高等学部
小林聖心女子学院中学･高等学校
淳心学院中学･高等学校
アドバンスト・スクール・オブ・セオロジー
日ノ本学園高等学校
インマヌエル学院

松徳学院中学･高等学校
キリスト教愛真高等学校
ノートルダム清心女子大学
清心中学校・清心女子高等学校
福山曉の星女子高等学校
広島三育学院高等学校
広島女学院高等学校
エリザベト音楽大学
日本アライアンス神学校
ノートルダム清心中学・高等学校
広島学院中学･高等学校
梅光女学院高等学校
サビエル高等学校
萩光塩学院中学･高等学校
西日本宣教学院
清和女子高等学校
アンデレ宣教神学院
松山東雲高等学校
聖カタリナ女子高等学校
愛光中学・高等学校
聖カタリナ大学短期大学部
西南女学院高等学校
明治学園中学･高等学校
北九州信徒聖書学校
折尾愛真高等学校
福岡雙葉中学･高等学校
泰星中学･高等学校
九州バプテスト神学校
福岡女学院高等学校
福岡海星女子学院高等学校
西南学院高等学校
聖マリア学院大学
明光学園中学･高等学校
久留米信愛女学院中学･高等学校
聖母の騎士高等学校
海星中学･高等学校
聖マリア学院小学校・中学校
長崎南山小
純心中学校・純心女子高等学校
長崎南山学園中学・高等学校
長崎純心大学
活水高等学校
鎮西学院高等学校
聖和女子学院中学･高等学校
ルーテル学院高等学校
熊本信愛女学院中学･高等学校
熊本マリスト学園中学･高等学校
九州学院高等学校
八代白百合学園高等学校
日向学院中学･高等学校
聖心ウルスラ学園聡明中学校
聖心ウルスラ学園高等学校
聖心ウルスラ学園短期大学
都城聖ドミニコ学園高等学校
鹿児島純心女子中学･高等学校
鹿児島純心女子短期大学
ラ・サール中学･高等学校
鹿児島純心女子大学
大口明光学園中学･高等学校
沖縄聖書神学校
沖縄カトリック小学校・中学･高等学校
ツラノ・トレーニング・スクール
北陸学院高等学校
新潟聖書学院
新潟清心女子中学･高等学校
敬和学園高等学校
聖光学院高等学校
桜の聖母学院中学･高等学校
桜の聖母短期大学
郡山ザベリオ学園小学校・中学校
会津若松ザベリオ学園小学校・中学・高等学校
尚絅学院高等学校
聖ドミニコ学院中学・高等学校
東北学院榴ケ岡高等学校
仙台白百合女子大学
仙台白百合学園小学校・中学・高等学校
拡大宣教学院
宮城学院高等学校
東北学院高等学校
聖ウルスラ学院英智小・中学校
聖ウルスラ学院英智高等学校
ルーテル同胞聖書神学校
仙台バプテスト神学校
山形学院高等学校
基督教独立学園高等学校
北星学園大学・大学院
弘前学院大学・大学院
酪農学園大学・大学院
稚内北星学園大学
東洋英和女学院大学・大学院
明治学院大学・大学院
青山学院大学・大学院
東京女子大学・大学院
立教女学院短期大学
立教大学・大学院
東京神学大学・大学院
ルーテル学院大学・大学院・神学校
国際基督教大学・大学院
桜美林大学・大学院
日本聾話学校
自由学園初等部
恵泉女学園大学・大学院
和泉短期大学
フェリス女学院大学・大学院
東京基督教大学・神学校
三育学院大学
茨城キリスト教大学・大学院
聖学院大学・大学院
共愛学園前橋国際大学
山梨英和大学・大学院
静岡英和学院大学
聖隷クリストファー大学・大学院
名古屋学院大学・大学院
金城学院大学・大学院
名古屋柳城短期大学
中部学院大学・大学院
大阪女学院大学
大阪キリスト教短期大学
梅花女子短期大学部
プール学院大学・大学院
桃山学院大学・大学院
平安女学院大学
同志社大学・大学院
同志社女子大学・大学院
神戸松蔭女子学院大学・大学院
神戸国際大学
頌栄短期大学
聖和大学・大学院
関西学院大学・大学院
神戸女学院大学・大学院
関西学院初等部
姫路日ノ本短期大学
広島女学院大学・大学院
梅光学院大学・大学院
四国学院大学・大学院
松山東雲女子大学
西南女学院大学
福岡女学院大学・大学院
福岡女学院看護大学
西南学院大学・大学院
活水女子大学・大学院
長崎外国語大学
長崎ウエスレヤン大学
九州ルーテル学院大学・大学院
沖縄キリスト教学院大学・大学院
北陸学院大学・短期大学部
敬和学園大学
東北学院大学・大学院
尚絅学院大学・大学院
宮城学院女子大学・大学院


