
番号 都道府県 学　校　名 図　書　館　名 団　体（個人）名
北海道教育大学附属札幌小学校 伊達市立図書館 読み聞かせの会「絵本のとびら」

北海道 恵庭市立恵み野小学校 松前町立図書館 絵本の会　はらっぱ
紋別市立南丘小学校
青森市立浜田小学校 つがる市立図書館 八戸おはなしの会 紙風船

青森県 むつ市立大平中学校
青森県立八戸第一養護学校
宮古市立山口小学校 雫石町立図書館 田老かもめおはなし会

岩手県

女川町立女川小学校 加美町小野田図書館
宮城県 仙台市立湯元小学校

宮城県多賀城高等学校
能代市立渟城西小学校　 鹿角市立立山文庫継承十和田図書館 秋田県子ども読書支援センター支援員の会

秋田県 由利本荘市立本荘東中学校
秋田県立大曲支援学校
鮭川村立鮭川中学校 該当なし 白たか子どもの本研究会

山形県 山形県立新庄南高等学校
山形県立山形盲学校
川俣町立川俣南小学校 南相馬市立中央図書館 おはなしボランティア　ゆめこじ

福島県 郡山市立開成小学校
福島県立只見高等学校
境町立静小学校 高萩市立図書館 そとのおはなしの会

茨城県 河内町立かわち学園
茨城県立常陸太田特別支援学校
小山市立小山第二小学校 足利市立図書館 かやの実会

栃木県 下野市立細谷小学校
栃木県立宇都宮東高等学校・同附属中学校
玉村町立玉村中学校 明和町立図書館 わたげの会

群馬県 群馬県立渋川高等学校
群馬大学共同教育学部附属特別支援学校
三郷市立早稲田小学校 蓮田市図書館 トムの会

埼玉県 本庄市立中央小学校 たけのこ文庫
埼玉県立松伏高等学校
市川市立菅野小学校 銚子市公正図書館 中野 和寿子

千葉県 柏市立柏中学校
千葉県立浦安高等学校
世田谷区立烏山小学校 千代田区立千代田図書館 おはなし宅配便ポポ
学校法人東京純心女子学園東京純心女子中学校 国分寺市立図書館
東京都立品川特別支援学校 練馬区立南大泉図書館分室　こどもと本のひろば

横浜市立豊田小学校 横浜市金沢図書館 おはなしたまてばこ
神奈川県 厚木市立愛甲小学校

大和市立上和田中学校
新潟市立白山小学校 糸魚川市民図書館 絵本を楽しむ会ひだまり

新潟県 新潟市立山の下中学校
新潟県立新発田農業高等学校
立山町立立山北部小学校 砺波市立庄川図書館 射水市中央図書館ボランティアしおりの会キッズグループ

富山県 高岡市立野村小学校
射水市立新湊南部中学校
志賀町立志賀小学校 野々市市立図書館 かほくおはなしボランティアやまんば

石川県 白山市立美川中学校
石川県立鶴来高等学校
勝山市立成器西小学校 永平寺町立図書館 上志比館 大野おはなしの会

福井県 坂井市立春江東小学校
福井県立坂井高等学校
甲府市立新紺屋小学校 市川三郷町立図書館 読み聞かせボランティアグループ「ぴっかり」

山梨県 大月市立初狩小学校
笛吹市立春日居中学校
茅野市立豊平小学校 該当なし おはなしの森　やまぼうし

長野県 岡谷市立長地小学校

岐阜市立岩野田北小学校 神戸町立図書館 かるがもおはなし隊
岐阜県 中津川市立南小学校

岐阜県立可児高等学校
静岡市立横内小学校 藤枝市立図書館 朗読グループかざぐるま

静岡県 焼津市立黒石小学校
常葉大学附属橘中学校
名古屋市立長須賀小学校 豊田市中央図書館及びこども図書室 図書館みのりの会

愛知県 知立市立八ツ田小学校 すこやか文庫
飛島村立飛島学園

大崎市鹿島台公民館図書ボランティア
「ブックポケット」

東京都

20

21

22

23

15

16

17

18

19

6

7

8

令和３年度子供の読書活動優秀実践校・図書館・団体（個人）
文部科学大臣表彰被表彰者一覧

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14



番号 都道府県 学　校　名 図　書　館　名 団　体（個人）名
四日市市立中部中学校 該当なし 桜絵本の会

三重県 御浜町立尾呂志学園中学校
三重県立名張高等学校
長浜市立小谷小学校 草津市立南草津図書館 おはなしサークル 紙ふうせん

滋賀県 野洲市立中主中学校
滋賀県立八日市高等学校
亀岡市立千代川小学校 京都市吉祥院図書館 京田辺子ども文庫連絡会

京都府 京都市立西京極西小学校
相楽東部広域連合立南山城小学校
守口市立寺方南小学校 該当なし かたの子ども文庫連絡会

大阪府 羽曳野市立西浦東小学校 一般財団法人　大阪国際児童文学振興財団

伊丹市立荻野小学校 該当なし 九会小学校図書ボランティア
兵庫県 三木市立三木東中学校 読み聞かせグループ「風ごよみ」

兵庫県立三田祥雲館高等学校
葛󠄀城市立磐城小学校 御所市立図書館 該当なし

奈良県 奈良県立橿原高等学校

和歌山市立宮小学校 かつらぎ町立図書館 子どもと本の紀南ネット
和歌山県 岩出市立山崎北小学校

和歌山県立和歌山商業高等学校
倉吉市立上小鴨小学校 鳥取市立気高図書館 朗読なぎさ会

鳥取県 鳥取県立境高等学校

隠岐の島町立中条小学校 該当なし 読み聞かせグループ ダンボの会
島根県 松江市立島根小学校

島根県立松江工業高等学校
勝央町立勝央北小学校 おはなしトトロ

岡山県 早島町立早島中学校
岡山県立倉敷天城高等学校
府中市立栗生小学校 尾道市立向島子ども図書館「わくわく」 おひさま文庫

広島県 広島県立三原東高等学校
広島県立福山北特別支援学校
下松市立久保小学校 宇部市立図書館 おはなし小箱
下関市立文関小学校
周南市立遠石小学校
上板町立神宅小学校 美波町日和佐図書・資料館 お話し玉手箱

徳島県 牟岐町立牟岐中学校
徳島県立徳島北高等学校
まんのう町立満濃南小学校 多度津町立明徳会図書館 坂出市立大橋記念図書館友の会

香川県 土庄町立土庄中学校
香川県立香川東部養護学校
松山市立北久米小学校 今治市立波方図書館 川崎　貞江

愛媛県 伊予市立中山中学校
愛媛県立松山東高等学校
香美市立鏡野中学校 津野町立図書館（かわうそ館・虎太郎館） 佐川読みっ子応援団

高知県

みやま市立桜舞館小学校 大刀洗町立図書館 布っ子
福岡県 古賀市立小野小学校 野見山 靖子

広川町立上広川小学校
嬉野市立久間小学校 武雄市こども図書館 おはなしどんぐり

佐賀県 小城市立三里小学校
唐津市立北波多小学校
佐世保市立吉井南小学校 松浦市立図書館 おとぎのへや読み語りの会

長崎県 佐々町立佐々小学校
長崎県立佐世保工業高等学校
宇土市立緑川小学校 人吉市図書館 きくちおはなしのもり

熊本県 国立大学法人熊本大学教育学部附属小学校
熊本県立牛深高等学校
別府市立朝日小学校 杵築市立図書館 パペットキッズ

大分県 大分大学教育学部附属中学校
大分県立聾学校
木城町立木城中学校 新富町図書館 ＲＣＣ 子うさぎ文庫

宮崎県 宮崎県立宮崎西高等学校・附属中学校

龍郷町立秋名小学校 日置市立ふきあげ図書館 金峰おはなし会
鹿児島県 いちき串木野市立川上小学校

出水市立出水中学校
東村立高江小学校 該当なし 読み聞かせサークル トトロの会

沖縄県 那覇市立鏡原中学校
沖縄県立南部農林高等学校

井原市立図書館（井原図書館・芳井
図書館・美星図書館）
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表彰数：計２２７件　（内訳）学校：１３２件、図書館：４３件、団体（個人）：５２件


