
番号 都道府県 学　校　名 図　書　館　名 団　体（個人）名
羽幌町立羽幌小学校 蘭越町花一会図書館 南幌町読み聞かせサークル

北海道 羅臼町立春松小学校 本の森厚岸情報館 絵本サークルポポリン
旭川市立緑が丘中学校
青森市立戸山西小学校 むつ市立図書館 語りの会「はまなす」

青森県

盛岡市立城南小学校 金ケ崎町立図書館 おはなしたまて箱
岩手県 遠野市立青笹小学校

奥州市立江刺第一中学校
亘理町立長瀞小学校 仙台市宮城野図書館 該当なし

宮城県 仙台市立秋保小学校
宮城県立支援学校小牛田高等学園
秋田市立保戸野小学校 美郷町学友館 図書館ボランティア　たまてばこ

秋田県 湯沢市立湯沢南中学校
秋田県立十和田高等学校
東根市立小田島小学校 該当なし 読み聞かせサークル　めたせこいや

山形県 山形県立鶴岡中央高等学校

伊達市立梁川小学校 泉崎図書館 朗読劇サークル　アグリーダックス　
福島県 川俣町立富田小学校

郡山市立明健中学校
大洗町立大洗小学校 石岡市立中央図書館 銀河ステーション文庫

茨城県 日立市立河原子中学校
鉾田市立鉾田北中学校
宇都宮市立陽南小学校 宇都宮市立南図書館 該当なし

栃木県 真岡市立真岡西小学校
下野市立吉田西小学校
高崎市立第一中学校 みどり市立大間々図書館 おはなしの会もこもこ

群馬県 草津町立草津中学校

上尾市立上平小学校 越谷市立図書館 くるみ座
埼玉県 羽生市立手子林小学校 本庄市立図書館 さくらんぼ文庫

埼玉県立飯能高等学校
流山市立江戸川台小学校 酒々井町立図書館 角野ノブ子

千葉県 旭市立飯岡小学校
市川市立第七中学校
聖学院中学校高等学校 小金井市立図書館 絵本だいすき
東京都立五日市高等学校 中央区立図書館
東京都立城東特別支援学校
横浜市立緑園東小学校 横浜市戸塚図書館 おはなしぐるーぷ　さくらんぼ

神奈川県 湘南学園中学校高等学校 おはなし　わっくわっく
横浜市立若葉台特別支援学校 虹の会
新発田市立藤塚小学校 魚沼市立図書館 平和台文庫

新潟県 新潟市立小針中学校
新潟県立新潟高等学校
小矢部市立石動小学校 高岡市立戸出図書館 おはなしたんぽぽ

富山県 黒部市立宇奈月小学校
入善町立入善中学校
白山市立蕪城小学校 輪島市立門前図書館 いろり火の会

石川県 能登町立鵜川小学校
中能登町立中能登中学校
永平寺町志比南小学校 越前町立図書館 子ども図書館 どらごんぶっくす

福井県 越前町立宮崎中学校
福井県立藤島高等学校

都留市立禾生第二小学校 甲斐市立敷島図書館
読み聞かせボランティアグループ
このはなさくや

山梨県 上野原市立上野原西中学校
山梨県立身延高等学校
上田市立塩田西小学校 該当なし キラキラぱ～く

長野県 飯田市立緑ヶ丘中学校
長野県小諸高等学校
安八町立牧小学校 しんせい ほんの森 読み聞かせサークル『ぽけっと』

岐阜県 御嵩町立伏見小学校
岐阜県立関高等学校
富士市立富士川第一小学校 伊東市立伊東図書館 おはなしボランティア　てぶくろ

静岡県 浜松市立八幡中学校
静岡県立沼津東高等学校
名古屋市立高蔵小学校 名古屋市港図書館 おひさまにこにこの会

愛知県 東栄町立東栄中学校 美和おはなしグループ　グー・チョキ・パー
学校法人名古屋学院名古屋中学校・高等学校
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番号 都道府県 学　校　名 図　書　館　名 団　体（個人）名
亀山市立野登小学校 該当なし 鳥羽おはなしの会「ミルキーウェイ」

三重県 津市立倭小学校
三重県立鳥羽高等学校
湖南市立甲西北中学校 日野町立図書館 老上小学校PTAボランティアサークル「ぽけっと」

滋賀県 竜王町立竜王中学校
滋賀県立北大津高等学校
長岡京市立長法寺小学校 長岡京市立図書館 図書館友の会 けやき

京都府 福知山市立遷喬小学校
京都市立伏見中学校
羽曳野市立高鷲小学校 高石市立図書館 どんぐり文庫

大阪府 枚方市立西牧野小学校
大阪府立北野高等学校

神戸市立東町小学校 高砂市立図書館
一般財団法人兵庫県学校厚生会
西宮本をよむなかよし会

兵庫県 猪名川町立中谷中学校 渡瀬道子
兵庫県立相生高等学校
五條市立北宇智小学校 五條市立図書館 該当なし

奈良県 奈良県立奈良北高等学校

和歌山市立太田小学校 紀の川市立河北図書館 該当なし
和歌山県 日高川町立和佐小学校

和歌山県立粉河高等学校
鳥取市立浜村小学校 米子市立図書館 山田節子

鳥取県 鳥取市立河原中学校
鳥取県立琴の浦高等特別支援学校
松江市立竹矢小学校 該当なし おはなしのんの

島根県 江津市立渡津小学校

備前市立西鶴山小学校
瀬戸内市立図書館（瀬戸内市民図書館
・牛窓図書館・長船図書館）

絵本の会ゆめ

岡山県 岡山市立吉備中学校
岡山理科大学附属高等学校
廿日市市立廿日市小学校 広島市こども図書館 親と子の本の広場 あいいく館

広島県 庄原市立東小学校
東広島市立磯松中学校
防府市立牟礼南小学校 萩市立萩図書館 たまてばこ
周南市立周陽小学校
柳井市立柳井中学校
北島町立北島小学校 美馬市立図書館 ボランティアグループ よみっこ★か～も

徳島県 鳴門市瀬戸中学校
徳島県立吉野川高等学校
さぬき市立志度小学校 観音寺市立豊浜図書館 該当なし

香川県 観音寺市立観音寺小学校
香川県立高松南高等学校
四国中央市立南小学校 西条市立東予図書館 おはなしグループ  ひめ

愛媛県 新居浜市立西中学校
愛媛県立南宇和高等学校
高知市立介良潮見台小学校 越知町立本の森図書館 春野町楽しい図書館をつくろう会

高知県 四万十町立東又小学校
日高村立日高中学校
みやま市立大江小学校 広川町立図書館 ぶっくくらぶ大木

福岡県 古賀市立舞の里小学校 大木町図書・情報センター
芦屋町立芦屋小学校
小城市立三日月小学校 唐津市近代図書館 特定非営利活動法人子どもの本屋ピピン

佐賀県 伊万里市立大坪小学校
嬉野市立吉田中学校
松浦市立福島養源小学校 平戸市立平戸図書館 該当なし

長崎県 西海市立西海中学校
活水高等学校活水中学校
八代市立八代小学校 玉名市民図書館 みすみ絵本サークル

熊本県 熊本県立天草工業高等学校
熊本県立松橋支援学校
九重町立野矢小学校 豊後大野市図書館 おはなしクラブ　ありんこ

大分県 竹田市立久住中学校
大分県立大分舞鶴高等学校
延岡市立延岡中学校 日向市立図書館 ピーターパン

宮崎県 都城市立五十市中学校
宮崎県立宮崎北高等学校
南さつま市立田布施小学校 枕崎市立図書館 おはなしボランティアグループ「紙ふうせん」

鹿児島県 与論町立与論中学校
鹿児島県立串木野高等学校

うるま市立中原小学校 該当なし
西原町立西原東中学校
読み聞かせサークルいちばん星みつけた

沖縄県 那覇市立那覇中学校
沖縄県立開邦中学校開邦高等学校
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