
番号 都道府県 学　校　名 図　書　館　名 団　体（個人）名
恵庭市立恵み野旭小学校 芦別市立図書館 旭川市図書館 子ども読書活動推進ボランティアネットワーク

北海道 帯広市立西小学校 せたな町大成図書館 ルピナスの会
北海道八雲養護学校
鰺ヶ沢町立舞戸小学校 青森市民図書館 紙しばい倶楽部とわだ

青森県 野辺地町立馬門小学校
八戸市立根城中学校
遠野市立達曽部小学校 一関市立東山図書館 読書サポーター　「颯・2000の会」

岩手県 一戸町立小鳥谷小学校

角田市立東根小学校 仙台市太白図書館 遠刈田地域活動連絡協議会（エコー母親クラブ）
宮城県 仙台市立木町通小学校

宮城県名取北高等学校
潟上市立天王小学校 にかほ市立図書館こぴあ 加々谷佐紀子

秋田県 横手市立横手北中学校
秋田県立湯沢翔北高等学校
天童市立山口小学校 天童市立図書館 おはなし会　ムーミンママクラブ

山形県 鶴岡市立朝暘第三小学校
学校法人山形電波学園　山形電波工業高等学校

郡山市立喜久田小学校 いわき市立いわき総合図書館 只見町読書活動ボランティア

福島県 いわき市立内町小学校
福島県伊達郡川俣町立福田小学校
土浦市立上大津西小学校  潮来市立図書館 つだおはなしのへや

茨城県 八千代町立西豊田小学校
茨城県立水戸工業高等学校
宇都宮市立城山東小学校 芳賀町総合情報館 読み聞かせボランティア　ありんこ

栃木県 足利市立葉鹿小学校
栃木県立佐野高等学校・附属中学校
高崎市乗附小学校 吉岡町図書館 駒形読み聞かせの会

群馬県

川口市立元郷南小学校 春日部市立中央図書館 ライブラリーボランティア　絵本の会
埼玉県 三郷市立栄中学校 深谷市立図書館 絵本と手あそびの会　ぽけっと

埼玉県立松山女子高等学校
船橋市立海神南小学校 香取市立図書館 野田市立岩木小学校　本のはらっぱ

千葉県 柏市立土小学校 おはなし“もこもこ”
白井市立大山口小学校
東京都立鹿本学園 東京都立多摩図書館 読み語りボランティアグループ
西東京市立ひばりが丘中学校 港区立みなと図書館 いなぎおはなしの会
中央大学杉並高等学校 あきる野市中央図書館

横浜市立飯島中学校 寒川総合図書館 ねごや子供文庫
神奈川県 横浜市立西本郷中学校 座間おはなし会

横浜富士見丘学園中等教育学校 おはなしサークルりぼん
見附市立見附小学校 上越市立直江津図書館 おはなし日和

新潟県 上越市立三和中学校
新潟県立新潟向陽高等学校
富山市立芝園小学校 氷見市立図書館 小矢部市民図書館おとぎの館図書室語りべの会

富山県 高岡市立中田小学校
富山県立南砺福光高等学校
穴水町立穴水小学校 中能登町立鹿島図書館 なかよし文庫

石川県 小松市立安宅中学校
石川県立小松高等学校
南越前町立南条小学校 小浜市立図書館 子どもと絵本を楽しむ会・わくわくBOX

福井県 若狭町立みそみ小学校
福井県立武生東高等学校
北杜市立長坂小学校 中央市立田富図書館 おはなしのへや　もも

山梨県 富士河口湖町立大石小学校
甲州市立松里中学校
駒ヶ根市立赤穂小学校

長野県 茅野市立湖東小学校 
長野県東御清翔高等学校 
中津川市立付知北小学校 中山道みたけ館 おはなしボランティアいちごばたけ

岐阜県 下呂市立金山小学校
岐阜県立恵那南高等学校
浜松市立芳川小学校 袋井市立図書館 静岡おはなしの会

静岡県 伊豆の国市立大仁中学校
静岡県立沼津工業高等学校
阿久比町立英比小学校 名古屋市天白図書館 もこもこの会

愛知県 愛知県立知多翔洋高等学校 読みがたりサークル　たんぽぽ

東京都
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番号 都道府県 学　校　名 図　書　館　名 団　体（個人）名
津市立大里小学校 伊勢市立小俣図書館

三重県 四日市市立富洲原中学校
三重県立久居農林高等学校
滋賀県立玉川高等学校 彦根市立図書館 おはなしもくもく

滋賀県 湖南市立岩根小学校
草津市立南笠東小学校
長岡京市立長岡中学校 京都市西京図書館 丹後町絵本読みきかせボランティアの会

京都府 京都市立錦林小学校
京丹波町立竹野小学校
四條畷市立田原小学校 熊取町立熊取図書館 にじのひろば

大阪府
箕面市立彩都の丘小学校・箕面市立彩都の丘中学
校（箕面市立彩都の丘学園） 朗読ボランティアサークル　こまどり

清風南海中学校 安達　みのり
加古川市立氷丘小学校 播磨町立図書館 野口小学校図書館ボランティアグループ

兵庫県 姫路市立菅野中学校 ユニットL
武庫川女子大学附属高等学校
葛城市立新庄北小学校 王寺町立図書館 おはなしさんぽ

奈良県 上牧町立上牧第二中学校
奈良県立西の京高等学校
和歌山県立きのかわ支援学校 海南市下津図書館 ブックマーマ　おはなしの会

和歌山県 湯浅町立湯浅小学校
印南町立稲原小学校
米子市立車尾小学校 南部町立図書館

鳥取県 倉吉市立明倫小学校
鳥取県立鳥取西高等学校
松江市立法吉小学校 雲南市立加茂図書館 チェルシー

島根県 浜田市立弥栄中学校
吉賀町立六日市小学校
新見市立神代小学校 浅口市立鴨方図書館 やなはらおはなし倶楽部

岡山県 瀬戸内市立邑久中学校
岡山県立岡山大安寺中等教育学校
海田町立海田西中学校 海田町立図書館 おはなし会サークル　にじいろのたね

広島県 庄原市立美古登小学校
神石高原町立神石小学校

山陽小野田市立須恵小学校 岩国市周東図書館 美祢おはなしの会
周南市立鹿野小学校

海陽町立海部小学校 阿南市立羽ノ浦図書館 前田　満子
徳島県 阿南市立伊島中学校 

徳島県立那賀高等学校 
さぬき市立さぬき南小学校 丸亀市立飯山図書館

香川県 まんのう町立満濃中学校
香川県立盲学校
四国中央市立関川小学校 西予市民図書館中央館 こ・あ・ら

愛媛県 砥部町立砥部中学校
愛媛県立松山盲学校
高知市立初月小学校 香美市立図書館 高知市こども読書ボランティアの会・豆の木

高知県 四万十市立中村小学校

須恵町立須恵第三小学校 太宰府市民図書館 添田町虹の会
福岡県 柳川市立藤吉小学校 うきは市立図書館 土屋　富子

春日市立春日東中学校
佐賀市立昭栄中学校 基山町立図書館 えほん大好き

佐賀県 吉野ヶ里町立三田川小学校
武雄市立御船が丘小学校
平戸市立堤小学校 諫早市立西諫早図書館 おはなしの世界

長崎県 島原市立有明中学校
長崎県立長崎南高等学校
合志市立西合志東小学校 大津町立おおづ図書館 和水お話の会

熊本県 八代市立昭和小学校
熊本県立天草高等学校
国東市立国東小学校 由布市立図書館 橋本　五十鈴

大分県 別府市立山の手中学校
大分県中津南高等学校
日向市立日知屋東小学校 都農町民図書館 おはなしの木

宮崎県 都城市立山之口中学校
宮崎県立都農高等学校
鹿児島市立東桜島小学校 鹿屋市立図書館 お話の会たんぽぽ

鹿児島県 姶良市立錦江小学校
鹿屋市立大姶良中学校
那覇市立神原中学校 那覇市立開南小学校マザーグースの会

沖縄県 沖縄県立美里工業高等学校
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