
子ども文庫助成事業  
2020年度助成先一覧

助成件数

①  子どもの本購入費助成 48(3)

②  病院・施設子ども読書
　　　　　　　　　活動費助成

15(1)

③  子どもの本100冊助成 26(6)

④  子ども文庫功労賞  2(0)

合計 91(10)

（　）内の数字は、海外件数

（敬称略・団体名五十音順）

団体名 代表者 活動場所

1 （未定） 門田　眞由美 北海道　　斜里郡

2 NPO法人おにぎり文庫のたね 土屋　郁子 東京都　　新宿区

3 NPO法人わくわくスタディひろば 福井　千秋 奈良県　　宇陀市

4 一般社団法人うみとやまのこどもとしょかん 中尾　薫 神奈川県　三浦郡

5 いぬくら子ども文庫 渡部　康夫 神奈川県　川崎市

6 いろり文庫 前田　満子 徳島県　　三好郡

7 おしぬま子ども文庫 秋元　澄子 神奈川県　川崎市

8 おしゃべりポム 山中　幸子 長崎県　　壱岐市

9 おはなしかご 藤川　隆子 大阪府　　堺市

10 おはなしサークル「あめんぼの会」 松坂　裕子 宮城県　　仙台市

11 おはなしたまて箱 渡部　ミヲ 岩手県　　盛岡市

12 おはなしちゅーみん 豊間根　恵美子 岩手県　　盛岡市

13 おはなしとわらべうた～ののはなぽけっと 稲田　由美子 大分県　　由布市

14 お話の会『大きな樹』 佐久間　理恵 岐阜県　　大垣市

15 おはなしの輪 佐々木　雅子 埼玉県　　さいたま市

16 おはなしボランティア　アナンシ 福元　美保 大阪府　　大阪市

17 おはなしボランティア　りんごジュース 秋吉　順子 東京都　　狛江市

18 かたぐるまぶんこ 小此木　京子 群馬県　　太田市

19 桂坂かえで子ども文庫 清水　鉄郎 京都府　　京都市

20 家庭文庫　ぽてと 村上　招子 広島県　　三原市

21 かんの文庫 菅野　仁枝 栃木県　　宇都宮市

22 熊取文庫連絡協議会　アトム文庫 森崎　シヅ子 大阪府　　泉南郡

23 口之津図書館　友の会 松尾　美穂 長崎県　　南島原市

24 子ども文庫Pippi&Lotta（ピピロッタ） 塩　邦恵 鳥取県　　鳥取市

25 このあの文庫 小宮　由 東京都　　杉並区

26 こみち文庫 神保　和子 神奈川県　足柄下郡

27 スイカ文庫 林　郁美 オーストラリア　シドニー

応募・助成件数、助成予定件数

子どもの本購入費助成



団体名 代表者 活動場所

28 たんぽぽ文庫 中野　由美子 北海道　　小樽市

29 チームひだまり 上蓑　礼子 埼玉県　　川越市

30 富山森のこども園 藤井　徳子 富山県　　富山市

31 とんとんぶんこ 新田　千奈美 福岡県　　福岡市

32 長崎おはなしの会 丹羽　梢 長崎県　　長崎市

33 なかよし文庫 千住　真理子 大阪府　　堺市

34 人形劇団けろころぱん 山田　由美子 静岡県　　沼津市

35 野の花文庫 岩出　景子 大阪府　　高槻市

36 はらっぱ文庫 須藤　初枝 東京都　　国分寺市

37 ばらのおうち文庫 髙橋　洋子 北海道　　札幌市

38 ひいらぎ山の子ども文庫 藤本　千佳子 愛知県　　大府市

39 ひざぶんこ 鈴木　明美 愛知県　　名古屋市

40
ひまわりの会
ユトレヒト日本語ブックシェアリング

前川　愛 オランダ　ユトレヒト

41 プーさん文庫 小野　なが子 福岡県　　福岡市

42 風渡野文庫 杉山　きく子 埼玉県　　さいたま市

43 まなざし文庫 三木　麻理子 イギリス　ベッドフォード

44 みみずく文庫 山下　麻理子 北海道　　白老郡

45 メイフラワー文庫 守重　暎子 東京都　　立川市

46 読み聞かせサークル　西都おはなしの部屋 髙田　尚美 宮崎県　　西都市

47 読み聞かせボランティア　このはなさくや 渡辺　律子 山梨県　　富士吉田市

48 ロールパン文庫 小松原　宏子 東京都　　練馬区

（敬称略・団体名五十音順）

団体名 代表者 活動場所

1 （未定） 清田　純子 熊本県　　熊本市

2 BRIDGING FOUNDATION（橋をかける基金） 勝　恵美 ベトナム　ハノイ

3 NPO法人　光楽園 尾籠　信義 福岡県　　北九州市

4 NPO法人HA-HA-hA 大越　加奈 三重県　　津市

5 おはなしグループ「ゆう」 工藤　雅子 千葉県　　野田市

6 公益財団法人　ふきのとう文庫 髙倉　嗣昌 北海道　　札幌市

7 島根大学医学部附属病院　小児センター 椿　敦美 島根県　　出雲市

8
社会福祉法人　常徳会
児童養護施設 興正学園

秦　直樹 北海道　　札幌市

9 社会福祉法人　北中央福祉会　あゆみ保育園 木幡　久雄 福島県　　福島市

10 東部こども家庭センター読書ボランティア 貝原　尚子 広島県　　福山市

11 特定非営利活動法人絵本カーニバル 目黒　實 東京都　　北区

12 特定非営利活動法人ぴぃかぁぶぅ 吉田　一也 福島県　　郡山市

13 特定非営利活動法人　未来への扉 斉藤　勇介 山梨県　　中央市

14 本と子どもの発達を考える会 谷口  和恵 長野県　　松本市

15
横浜市立大学付属病院　小児科おやこの会
さんふらわ

大久保　柳華 神奈川県　鎌倉市

病院・施設子ども読書活動費助成



１）小学校低学年図書セット （敬称略・団体名五十音順）

団体名 代表者 活動場所

1 おはなしカラフル 小柳　妙子 東京都　　世田谷区

2 風の子 栗原　樹々 ドイツ　　ベルリン

3 さくら親子の会 荻原　順子 栃木県　　鹿沼市

4 さくら文庫 大野　瑞穂 北海道　　釧路市

5 桜文庫 大平　理子 岩手県　　奥州市

6 十二月文庫 長岡　沙希 北海道　　島牧郡

7 地域文庫「おおきな木ぶんこ」 多賀　きよこ 滋賀県　　彦根市

8 小さな子ども文庫 萬木　恵子 京都府　　京都市

9 中大阪朝鮮初級学校　学父母会 井上　哲也 大阪府　　八尾市

10 虹の丘文庫 千葉　慧子 宮城県　　仙台市

11 にんじん文庫 梅村　浄 東京都　　西東京市

12 バースひだまり文庫 クーパー　友子 イギリス　バース

２）小学校中学年図書セット

団体名 代表者 活動場所

1 NPO法人　あっと 藤井　智佳子 山口県　　山口市

2 NPO法人　たけやり子ども発達研究所 武鑓　夏美 岡山県　　赤磐市

3 アーモスト日本語補習校 フレイザー　真弓 アメリカ　マサチューセッツ

4 アイダホ日本語補習校 上田　眞理子 アメリカ 　アイダホ

5 あそびとおはなしの森 杉本　知加子 静岡県　　浜松市

6 お話し会「ピノキオ」 下川　喜美子 三重県　　南牟婁郡

7 おはなしサークル　にわとりかあさん 原口　たまみ 広島県　　広島市

8 おはなしママ 小林　敦子 兵庫県　　神戸市

9 ブックスフレンド中田 加藤　隆二 宮城県　　仙台市

10 みどりがおか文庫 長岐　英男 宮城県　　仙台市

11 モントリオール日本語センター 井澤　けい カナダ　　ケベック

３）小学校高学年図書セット

団体名 代表者 活動場所

1 くすくす子どもの本の会「星の子文庫」 髙橋　清美 東京都　　大田区

2 シービスケットライブラリィ 神浦　貴美代 岡山県　　美作市

3
ジャパン　カウリ
エデュケーション　トラスト

宮内　尚子
ニュージーランド
オークランド

子どもの本100冊助成



（敬称略・団体名五十音順）

団体名 受賞者 活動場所

1 柿の木文庫 志村　妙子（文庫歴36年） 東京都　　町田市

2 どんぐり文庫 古川　よし子（文庫歴28年） 愛知県　　犬山市

子ども文庫功労賞


