
番号 都道府県 学　校　名 図　書　館　名 団　体（個人）名

函館市立大森浜小学校 由仁町ゆめっく館 あざらしおはなし会
東神楽町立東神楽小学校 余市町図書館 読み聞かせサークル　おはなしの木
池田町立池田中学校
青森市立造道中学校 六ヶ所村民図書館 潮風おはなし会
青森県立大間高等学校

岩手町立一方井小学校 奥州市立前沢図書館 大槌町図書ボランティア　このゆびとまれ
奥州市立前沢小学校
奥州市立前沢中学校
仙台市立寺岡小学校 栗原市立図書館 みやぎ親子読書をすすめる会
大和町立落合小学校
宮城県名取高等学校
大仙市立花館小学校 八郎潟町立図書館 読みかたりグループ「つくしんぼ」
上小阿仁村立上小阿仁中学校
秋田県立秋田中央高等学校
村山市立富並小学校 大石田町立図書館 図書館ボランティア　チェリー

郡山市立湖南小中学校 二本松市立二本松図書館 石川読み聞かせの会
福島市立南向台小学校
只見町立明和小学校
水戸市立渡里小学校 ゆうき図書館 おはなしのポケット
北茨城市立精華小学校
神栖市立やたべ土合小学校
宇都宮市立清原南小学校 那須町立図書館
下野市立 園小学校
栃木県立学悠館高等学校
沼田市立沼田東小学校 千代田町立山屋記念図書館 子馬の会
桐生市立西小学校
藤岡市立北中学校
深谷市立岡部小学校 草加市立中央図書館 おはなしの会　かばさん
上尾市立太平中学校 おはなしくらぶ
埼玉県立入間向陽高等学校
流山市立八木南小学校 旭市図書館 茂原市立二宮小学校　図書ボランティア
市川市立第一中学校 匝瑳市立八日市場図書館
千葉県立銚子高等学校
江戸川区立清新ふたば小学校 荒川区立中央図書館（ゆいの森あらかわ） おはなしのたね
稲城市立稲城第七小学校 足立区立中央図書館 調布市立滝坂小学校 ダンボの会
東京都立田無特別支援学校 稲城市立図書館
横浜市立山内中学校 横浜市神奈川図書館 太洋中学校区子ども読書活動推進協議会
大和市立下福田中学校
相模女子大学中学部・高等部
上越市立宝田小学校 村上市立中央図書館 コッコさん
上越市立名立中学校
新潟県立新発田高等学校
氷見市立湖南小学校 射水市新湊図書館 砺波ファーストブックの会
滑川市立南部小学校

輪島市立門前東小学校 金沢市立金沢海みらい図書館 山中おはなしの会
小松市立御幸中学校
学校法人北陸学院　北陸学院中学校
おおい町立本郷小学校 あわら市芦原図書館 杤谷　洋子
福井市美山中学校
福井県立丸岡高等学校
身延町立下山小学校 山中湖情報創造館 すたまおはなしの会　アリス
甲府市立富竹中学校
山梨県立富士北稜高等学校
茅野市立北山小学校

岐阜市立加納西小学校 飛驒市図書館 あぶくたったの会
大垣市立墨俣小学校
岐阜県立飛驒高山高等学校
伊豆市立修善寺東小学校 南伊豆町立図書館 チリンの会
湖西市立湖西中学校
静岡県立掛川特別支援学校
東浦町立緒川小学校 豊橋市図書館
名古屋市立東築地小学校
愛知県立岡崎盲学校
伊賀市立上野東小学校 紀宝町学校支援本部「元気キッズ」
鈴鹿市立井田川小学校
三重県立津高等学校

令和４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

愛知県23

三重県

20 長野県

岐阜県

22 静岡県

17 石川県

福井県

19 山梨県

14 神奈川県

新潟県

16 富山県

11 埼玉県

12 千葉県

13 東京都

8 茨城県

9 栃木県

10 群馬県

秋田県

6 山形県

7 福島県

1 北海道

2 青森県

15

18

21

24

3 岩手県

4 宮城県
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番号 都道府県 学　校　名 図　書　館　名 団　体（個人）名

湖南市立石部小学校 米原市立図書館（山東図書館・近江図書館） おはなしボランティア「とんとんポケット」
草津市立草津中学校
滋賀県立草津高等学校
南丹市立美山小学校 宇治市西宇治図書館 三上　啓子
京都市立梅津小学校
京都府立福知山高等学校／京都府立福知山高等学校附属中学校

東大阪市立西堤小学校 株式会社セレッソ大阪
八尾市立安中小学校
大阪府立市岡高等学校
姫路市立峰相小学校 曲里　由喜子
神戸市立御影中学校
兵庫県立豊岡高等学校

城市立當麻小学校 大淀町立図書館
城市立白鳳中学校

奈良県立榛生昇陽高等学校
海南市立日方小学校 御坊市立図書館
紀の川市立川原小学校
和歌山県立和歌山東高等学校
鳥取市立西郷小学校 日野町図書館 読み語りボランティア「麦の会」
大山町立中山中学校
学校法人鶏鳴学園　青翔開智中学校・高等学校

江津市立郷田小学校 西ノ島町コミュニティ図書館 おはなしバウム
安来市立第一中学校

笠岡市立城見小学校 真庭市立中央図書館 おはなしグループ「そらきたホイ！」
岡山県立玉野光南高等学校

府中町立府中小学校 安芸太田町立図書館 中通絵本の会「たんぽぽのへや」
広島市立皆実小学校
広島県立広島皆実高等学校
岩国市立灘小学校 山口市立中央図書館 富田東小親子読書サークル
宇部市立黒石小学校
防府市立中関小学校
三好市立馬路小学校 牟岐町立図書館 加茂小学校図書ボランティア
阿南市立新野中学校
徳島県立阿南支援学校ひわさ分校
さぬき市立寒川小学校 高松市夢みらい図書館 高松こどもの本の会
丸亀市立飯山北小学校
香川県立高松西高等学校
四国中央市立川滝小学校 八幡浜市立市民図書館 朗読ボランティアグループSAY
内子町立内子中学校
愛媛県立今治北高等学校
高知市立横内小学校 日本で一番子どもたちが本を読むまちをつくる会

四万十町立大正中学校

久留米市立三潴小学校 久山町民図書館 ちくご読書の会「ぺえじ」
古賀市立花鶴小学校 葦津　明美
福岡県立筑前高等学校
嬉野市立大草野小学校 みやき町立図書館 おはなし会「三日月」
小城市立晴田小学校
佐賀市立開成小学校
長崎県立ろう学校 時津町立時津図書館 みずほ　なかよし会

合志市立西合志南小学校 菊池市立図書館 しすいっ子童話会
熊本県立人吉高等学校
熊本県立大津支援学校
由布市立挾間小学校 別府市立図書館 さいき読み聞かせ連絡協議会
豊後大野市立三重中学校
大分県立大分西高等学校
小林市立野尻中学校 小林市立図書館 西都おはなしの部屋
宮崎県立高鍋農業高等学校

鹿児島市立宮小学校 鹿児島市谷山北公民館図書室 てるてるくらぶ
霧島市立牧園中学校
鹿児島県立枕崎高等学校
西原町立坂田小学校 豊見城市立中央図書館 朗読ボランティア「すだち」
豊見城市立伊良波中学校沖縄県47

44 大分県

45 宮崎県

46 鹿児島県

41 佐賀県

42 長崎県

43 熊本県

愛媛県

39 高知県

40 福岡県

32 島根県

33 岡山県

34 広島県

35 山口県

36 徳島県

37 香川県

26 京都府

38

和歌山県

31 鳥取県

大阪府

28 兵庫県

29 奈良県

25 滋賀県

表彰数：計220件　（内訳）学校：128件、図書館：46件、団体（個人）：46件
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