
番号 都道府県 学　校　名 図　書　館　名 団　体（個人）名
苫小牧市立北星小学校 浜頓別町立図書館 ブックスタートをサポートする会

北海道 釧路市立中央小学校 北見市立中央図書館 おはなしの会「どんぐり」
北海道札幌南高等学校
青森市立佃小学校 田子町立図書館 大畑町「どんぐり」グループ

青森県 つがる市立柏小学校
おいらせ町立百石小学校
北上市立黒沢尻東小学校 花巻市立花巻図書館 おはなしぱちぱち

岩手県 一関市立厳美小学校

仙台市立富沢小学校 仙台市若林図書館 七ヶ浜町おはなしボランティア「あゆみの会」

宮城県 宮城県松山高等学校

横手市立横手北小学校  仙北市立田沢湖図書館 八峰町おはなしの会「かもめ」
秋田県 鹿角市立八幡平中学校 

秋田県立秋田南高等学校・秋田県立秋田南高等学校中等部

東根市立大森小学校 東根市図書館 あ～すまいり～ず
山形県 三川町立押切小学校

山形県立遊佐高等学校
郡山市立大成小学校 小野町図書館 読み聞かせの会おはなし「にゃーご」

福島県 福島市立余目小学校
国見町立国見小学校
美浦村立安中小学校 北茨城市立図書館 朗読サークルすずめ

茨城県 八千代町立川西小学校
茨城県立下館工業高等学校
下野市立吉田東小学校 小山子どもの本連絡会

栃木県 栃木市立千塚小学校
宇都宮市立豊郷中学校
館林市立第三中学校 富岡市立図書館 特定非営利活動法人　桐生おはなしの学校

群馬県 学校法人明照学園　樹徳高等学校

川口市立新郷東小学校  朝霞市立図書館 サーブの会
埼玉県 三郷市立新和小学校 小鹿野町立図書館 どんぐり文庫

埼玉県立所沢西高等学校 
袖ケ浦市立根形小学校 鎌ケ谷市立図書館 人形劇すぎのこ

千葉県 鎌ケ谷市立第五中学校 平川　政男
千葉県立八千代西高等学校
東京都立竹早高等学校 板橋区立いたばしボローニャ子ども絵本館 該当なし
東京都立町田高等学校 檜原村立図書館
学校法人玉川学園　玉川学園幼稚部・小学部・中学部・高等部

横浜市立榎が丘小学校 横浜市緑図書館 青葉おはなしフェスティバル実行委員会
神奈川県 南足柄市立福沢小学校 葉山小学校読み聞かせサークル

横浜市立すすき野中学校 まめの木
新潟市立臼井小学校 聖籠町立図書館 おはなしの旅

新潟県 佐渡市立南佐渡中学校
新潟県立新潟西高等学校
富山市立奥田小学校 富山市立婦中図書館 おはなしポケット

富山県 南砺市立井口小学校
氷見市立西部中学校
白山市立千代野小学校 白山市立鶴来図書館 小松おはなしの会

石川県 輪島市立門前中学校
石川県立志賀高等学校
池田町立池田小学校 おおい町立大飯図書館 わいわいおはなしランド 

福井県 高浜町立高浜中学校
福井県立高志中学校・高等学校
山梨市立後屋敷小学校 山梨市立図書館 まーの・あ・まーの

山梨県 笛吹市立石和東小学校
北杜市立須玉中学校
松本市立菅野小学校 該当なし かたくりの会

長野県 茅野市立金沢小学校
長野県伊那養護学校
北方町立北方小学校 瑞穂市図書館 加子母図書ボランティア　ひなたぼっこ

岐阜県 中津川市立第二中学校
岐阜県立東濃実業高等学校
三島市立錦田小学校 函南町立図書館 水ようおはなし会

静岡県 森町立森小学校
常葉大学教育学部附属橘小学校
みよし市立黒笹小学校 知多市立中央図書館 夢クラブ

愛知県 一宮市立丹陽西小学校 読み聞かせボランティアグループ　おはなしどんどん

愛知県立豊田高等学校 おはなし・みずぐるま

大田原市立図書館（大田原図書館、
黒羽図書館、湯津上庁舎図書室）

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
津市立神戸小学校 該当なし NPO法人 みなみいせ市民活動ネット

三重県 四日市市立三重西小学校
三重県立南伊勢高等学校（度会校舎）
日野町立南比都佐小学校 長浜市立図書館（６館） お話ボランティアグループ「夢のつばさ」

滋賀県 東近江市立五個荘中学校
滋賀県立膳所高等学校
八幡市立八幡小学校 京都市久世ふれあいセンター図書館 谷　文絵

京都府 京丹波町立丹波ひかり小学校 
京都市立西陣中央小学校
羽曳野市立古市南小学校 岸和田市立図書館 堺市子ども文庫連絡会

大阪府 熊取町立熊取北中学校 金子　眞理
学校法人創価学園　関西創価中学校・高等学校

西宮市立高須小学校 いちかわ図書館 みきおはなし会＊絵本の森
兵庫県 宝塚市立光ガ丘中学校 三田市立図書館 子どもの本の会

兵庫県立姫路東高等学校
生駒市立生駒南小学校 大和高田市立図書館 おはなし会ねこじゃらし

奈良県 生駒市立生駒南中学校
奈良県立御所実業高等学校
那智勝浦町立市野々小学校 白浜町立図書館 渡辺　敏子

和歌山県 和歌山県広川町立津木小学校
和歌山県立きのくに青雲高等学校
境港市立上道小学校 若桜町立わかさ生涯学習情報館 江府町読み聞かせボランティア

鳥取県 鳥取市立東中学校
鳥取県立米子東高等学校
安来市立社日小学校 島根県立図書館 こぐまちゃんくらぶボランティア

島根県 大田市立大田小学校
奥出雲町立布勢小学校
新見市立塩城小学校 鏡野町立図書館 おっはなし会

岡山県 和気町立佐伯小学校
岡山県立倉敷商業高等学校
広島市立落合小学校 東広島市立河内こども図書館 向東小学校PTA読書サークル「あひる文庫」

広島県 尾道市立美木原小学校
三次市立君田中学校
周南市立今宿小学校 山陽小野田市立厚狭図書館 平生町おはなし会
山口市立嘉川小学校
防府市立新田小学校
鳴門市撫養小学校 吉野川市立川島図書館 おはなしグループ　このゆびとまれ

徳島県 徳島県立川島中学校
徳島県立阿波高等学校
坂出市立坂出小学校 高松市香川図書館 コットンツリーの会

香川県 高松市立紫雲中学校
香川県立香川丸亀養護学校
松山市立味生小学校 西予市民図書館三瓶分館 朗読奉仕グループ　なみかた　ざんぶらこ

愛媛県 今治市立菊間中学校
愛媛県立松山西中等教育学校 
香南市立野市小学校 該当なし まつぼっくり　伊野小学校読み聞かせボランティア

高知県 越知町立越知小学校
いの町立吾北中学校
那珂川市立岩戸小学校 宇美町立図書館 篠栗おはなし会

福岡県 朝倉市立馬田小学校 井上　千代子
みやま市立山川中学校
嬉野市立轟小学校 鹿島市民図書館 対面朗読　草ひばり

佐賀県 神埼市立千代田東部小学校
鹿島市立明倫小学校
松浦市立鷹島小学校 諫早市立森山図書館 南島原市原城図書館友の会

長崎県 長崎市立滑石小学校
長崎県立島原商業高等学校
長洲町立六栄小学校 菊陽町図書館 シモンちゃん’s

熊本県 天草市立本町小学校
熊本県立高森高等学校
由布市立石城小学校 宇佐市民図書館 千𥧄　八重子

大分県 大分県立杵築高等学校
大分県立佐伯鶴城高等学校
宮崎市立学園木花台小学校 えびの市民図書館 読み聞かせ「志和っ池」

宮崎県 高鍋町立高鍋東中学校
宮崎県立都城農業高等学校
鹿児島市立中山小学校 阿久根市立図書館 なかたねおはなしパレット

鹿児島県 出水市立切通小学校
指宿市立西指宿中学校
うるま市立天願小学校 該当なし 仲井真中学校読み聞かせボランティアすみれの会

沖縄県 南城市立佐敷中学校
沖縄県立コザ高等学校
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