
都道府県名 応募団体名 形態

1 北海道 読み聞かせボランティアひなたBOOK☼ 実演グループ

2 北海道 みどり文庫 家庭文庫

3 岩手県 陸前高田子ども図書館　うれし野こども図書室分室　ちいさいおうち 地域文庫

4 岩手県 宮古読み聞かせの会「ぞうさんのミミ」 家庭文庫

5 岩手県 大槌小学校図書ボランティア　このゆびとまれ 実演グループ

6 宮城県 どんぐりの会 実演グループ

7 宮城県 荒浜文庫 家庭文庫

8 宮城県 気仙沼市図書館ボランティア　「おはなしほっとけーき」 実演グループ

9 福島県 さばら文庫 地域文庫

10 福島県 学校法人佐藤学園　開南幼稚園 地域文庫

11 福島県 絵本をとどける会 実演グループ

12 茨城県 ひまわり文庫 家庭文庫

13 埼玉県 ぶっくすたーと 実演グループ

14 埼玉県 所沢市文庫・親子読書会連絡会 連絡会

15 千葉県 はなぞの文庫 家庭文庫

16 千葉県 あおばだい文庫 地域文庫

17 東京都 こひつじ文庫 家庭文庫

18 神奈川県 リトルインディアン文庫 実演グループ

19 神奈川県 えほんの森　ことばの泉　伽屋茶房 実演グループ

20 新潟県 絵本の家「ゆきぼうし」 家庭文庫

21 新潟県 子育ち応援サポートセンター　うん・まんま 地域活動団体

22 新潟県 エルフ文庫 地域文庫

23 長野県 若槻子ども文庫 地域文庫

24 岐阜県 文庫「ふきのとう」 家庭文庫

25 静岡県 えほん文庫 家庭文庫

26 愛知県 文庫・はらっぱ 地域文庫

27 大阪府 ひまわりの会 実演グループ

28 兵庫県 学文おはなし文庫 地域文庫

29 兵庫県 やまてオープンシアター 実演グループ

30 奈良県 野の花文庫 家庭文庫

31 和歌山県 いさな文庫 家庭文庫

32 島根県 西ノ島町読書推進連絡会　「日本海あらなみ倶楽部」 実演グループ

33 高知県 まきのき文庫 家庭文庫

34 福岡県 おはなしの森文庫 実演グループ

35 福岡県 読み語りボランティア「かくれんぼ」 実演グループ

36 福岡県 七夕おはなし会 実演グループ

37 佐賀県 はばたきの会 実演グループ

38 宮崎県 子どもの本延岡　だくちる 家庭文庫

39 イギリス 国際児童文庫協会　英国支部 連絡会

1 千葉県 千葉県済生会習志野病院　患者図書室あおぞら 施設文庫

2 神奈川県 平塚市民病院文庫 実演グループ

3 新潟県 ファミリーホームホームいからし 施設文庫

4 山梨県 かいふじホーム 施設文庫

5 京都府 LLブック（やさしく読める本）制作グループ 読書環境整備ボランティア

6 大阪府 社会福祉法人　日本ライトハウス情報文化センター 読書環境整備ボランティア

7 兵庫県 神戸大学医学部附属病院ボランティアグループ　おはなし会 実演グループ

平成24年度　子どもの本購入費助成　助成先

平成24年度　病院施設子ども読書支援　購入費助成　助成先



都道府県名 応募団体名 形態

1 北海道 社会福祉を考える会　ユメこえ 地域活動団体

2 宮城県 NPO法人　FOR　YOU　にこにこの家 NPO

3 茨城県 なめがた文庫（パンの店isis文庫） 地域文庫

4 栃木県 アトリエびっき 実演グループ

5 埼玉県 本となかよし　風とんと 実演グループ

6 愛知県 もしもし文庫 家庭文庫

7 大阪府 筧子供文庫 家庭文庫

8 奈良県 西安堵こども文庫 地域文庫

9 和歌山県 あたご文庫 地域文庫

10 島根県 島根大学医学部附属病院　小児センター 施設文庫

11 広島県 バンビサークル 実演グループ

12 山口県 伊佐文化協会 地域活動団体

13 福岡県 あすなろ文庫 地域文庫

14 宮崎県 読み語りの会「ぐりとぐら」 実演グループ

15 イギリス 豆の木文庫 地域文庫

16 イギリス かささぎ文庫 地域文庫

17 イギリス すくすく文庫 家庭文庫

18 中国 ごっこや 家庭文庫

1 岩手県 佐野地域公民館 地域文庫

2 福井県 絵本だいすきかい 実演グループ

3 長野県 おうち文庫 家庭文庫

4 大阪府 NPO法人　ゆうハウス　療育スペースゆう NPO

5 イギリス こまどり文庫 地域文庫

6 イギリス たけのこ文庫 地域文庫

7 イギリス のびのび文庫 地域文庫

8 イタリア サークルどんぐり 地域文庫

9 オーストラリア カーター可南子 家庭文庫

1 福島県 そよかぜ文庫 家庭文庫

2 愛知県 おおぞら文庫 家庭文庫

3 熊本県 原　保奈美 家庭文庫

4 宮崎県 五ヶ瀬おはなしの会「つくしんぼ」 地域文庫

5 ニュージーランド ジャパニーズ・ファミリー・ソサエティー・オブ 地域文庫

クイーンズタウン内　子ども文庫部・キッズクラブ部

1 福岡県 小原　康子　（ブルーベリー文庫）　 家庭文庫　　　文庫歴40年

2 新潟県 河野　涼子　（なかよし文庫） 家庭文庫　　　文庫歴37年

平成24年度　子どもの本100冊助成（低学年向けセット）　助成先  

平成24年度　子どもの本100冊助成（中学年向けセット）　助成先　　　敬称略

平成24年度　子どもの本100冊助成（高学年向けセット）　助成先　　敬称略

平成24年度　子ども文庫功労賞　受賞者　　　　　敬称略



地域 国名 応募学校名

1 アフリカ エジプト カイロ日本人学校

2 アフリカ エチオピア アジスアベバ日本人補習授業校

3 アフリカ ガーナ アクラ日本語補習授業校

4 アフリカ カメルーン ヤウンデ教室

5 アフリカ ケニア ナイロビ日本人学校

6 アフリカ タンザニア ダルエスサラーム日本語補習校

7 アフリカ チュニジア チュニス日本語補習校

8 アフリカ 南アフリカ ヨハネスブルグ日本人学校

9 ヨーロッパ アイルランド アイルランド日本語補習校

10 ヨーロッパ イギリス ウェールズ補習校

11 ヨーロッパ イギリス スコットランド日本語補習授業校

12 ヨーロッパ イギリス ダービー日本人補習校

13 ヨーロッパ イギリス テルフォード日本人補習授業校

14 ヨーロッパ イギリス にほんごクラブ　ケンブリッジ

15 ヨーロッパ イタリア フィレンツェ日本語補習授業校

16 ヨーロッパ イタリア ミラノ日本人学校

17 ヨーロッパ イタリア ミラノ補習授業校

18 ヨーロッパ ウクライナ キエフ日本語補習授業校

19 ヨーロッパ オランダ ティルブルグ日本語補習授業校

20 ヨーロッパ オランダ ハーグ・ロッテルダム日本語補習授業校

21 ヨーロッパ スイス チューリッヒ日本人学校日本語補習校

22 ヨーロッパ スイス チューリヒ日本語教室協会

23 ヨーロッパ チェコ プラハ日本人学校

24 ヨーロッパ デンマーク コペンハーゲン日本人補習学校

25 ヨーロッパ ドイツ ニーダーザクセン州日本語補習授業校

26 ヨーロッパ ドイツ ハイデルベルク日本語補習授業校

27 ヨーロッパ ドイツ 公益法人　カールスルーエ日本語学校

28 ヨーロッパ トルコ イスタンブル日本人学校

29 ヨーロッパ トルコ イスタンブル補習授業校

30 ヨーロッパ ハンガリー みどりの丘ブダペスト日本語補習授業校

31 ヨーロッパ フィンランド ヘルシンキ日本語補習校

32 ヨーロッパ フランス エベイユ補習校

33 ヨーロッパ フランス ディジョン日本語補習授業校

34 ヨーロッパ フランス トゥールーズ日本語補習授業校

35 ヨーロッパ フランス ノール・パ・ドゥ・カレー日本人学校

36 ヨーロッパ フランス ボルドー日本語補習授業校

37 ヨーロッパ フランス リヨン補習授業校

38 ヨーロッパ ブルガリア ソフィア日本語補習校

39 ヨーロッパ ポーランド ワルシャワ日本人学校

40 ヨーロッパ ポルトガル リスボン日本語補習授業校

41 ヨーロッパ ロシア ウラジオストク日本語補習授業校

42 ヨーロッパ ロシア モスクワちびっこ会

43 ヨーロッパ ロシア 在ロシア日本国大使館付属モスクワ日本人学校

44 ヨーロッパ ノルウエー オスロ日本人補習校

45 中東 アラブ首長国連邦 ドバイ日本人学校

46 中東 オマーン オマーン補習授業校

47 中東 カタール ドーハ日本人学校

48 中東 サウジアラビア リヤド日本人学校

49 中東 サウジアラビア ダハラン日本人補習授業校

50 中東 イラン 在イラン日本国大使館附属日本人学校

51 中東 バーレーン バハレーン日本人学校

平成24年度　日本人学校/日本語補習授業校図書助成　助成先　
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