
子ども文庫助成事業
2021年度助成先一覧

助成件数

① 子どもの本購入費助成  51(1)

② 病院・施設子ども読書活動費助成  15(0)

③ 子どもの本100冊助成  31(8)

④ 子ども文庫功労賞   3(0)

合計 100(9)

（　）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 あそぼう広場 大沼　洋子 宮城県仙台市

2 一般社団法人　ちゅうりっぷ文庫 梶田　千賀子 福島県南相馬市

3 一般社団法人　ひだまり 明石　知津子 福岡県福岡市

4 NPO法人　3.11こども文庫 蟹江　杏 福島県相馬市

5 おはなし　あっぷる 桔梗　元子 宮城県宮城郡

6 おはなしじゅうばこ 安部　隆子 宮城県伊具郡

7 おはなしの風 森川　美代子 神奈川県横浜市

8 おはなしの森 平川　さやか 徳島県那賀郡

9 おひさま文庫 加藤　寛子 埼玉県上尾市

10 おひさま文庫 伊藤　佐智子 長崎県大村市

11 鹿島台公民館図書ボランティア「ブックポケット」 千葉　榮子 宮城県大崎市

12 家庭文庫　ちいさいおうち 佐々木　優美 宮城県多賀城市

13 かめさん文庫 石原　ミエ子 香川県高松市

14 かわだ文庫 木村　愛子 福井県鯖江市

15 きのこ文庫 谷　文絵 京都府船井郡

16 こひつじ文庫 西　裕子 東京都練馬区

17 こもれび文庫 角所　宙子 大阪府高槻市

18 さくら文庫 鎌田　貴美枝 千葉県千葉市

19 沙羅の樹文庫 西村　敦子 静岡県伊東市

20
清水公民館図書室「おはなしのへや」
お話しボランティア「語り手の会」

小野　小夜子 熊本県熊本市

21 添田町虹の会 竹村　千代香 福岡県田川郡

22 竹の子文庫 中尾　幸 兵庫県西宮市

23 中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所 大村　幸弘 東京都三鷹市

24 鶴見おはなしサークルでんでんむし 東谷　香美 大阪府大阪市

25 特定非営利活動法人　グリーンバレー 中山　竜二 徳島県名西郡

26 特定非営利活動法人　モモの木 横尾　祐子 大阪府堺市

27 土気絵本の会 久松　友子 千葉県千葉市

28 なかよし寺子屋 川地　一紘 香川県さぬき市

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

29 にじゆら・ののはな文庫 谷川　綾 埼玉県川越市

30 ねりま地域文庫読書サークル連絡会 木村　典子 東京都練馬区

31 ののはな文庫 青山　伸子 長野県上水内郡

32 はなはな文庫 花岡　章子 長野県長野市

33 ひだまり文庫 鳥羽　啓子 鹿児島県鹿児島市

34 人吉東小　わくわくお話会 蔀　いくえ 熊本県人吉市

35 ひよどり電車文庫 安田　誠子 北海道札幌市

36 びわこビブリオ道場 北村　惠美子 滋賀県彦根市

37 ふらの・ものがたり文化の会 大西　邑子 北海道空知郡

38 文庫「もりのなか」こどものとしょかん 今西　茂子 兵庫県丹波篠山市

39 穂高絵本とお話の会 竹内　悦子 長野県安曇野市

40 まちの鎮守の森　なかよしえん 寺﨑　久枝 佐賀県佐賀市

41 まどか文庫 渡辺　則子 愛知県豊橋市

42 meet文庫 加藤　正子 千葉県船橋市

43 耳をすませば 原間　美奈子 山梨県西八代郡

44 みんなのエルフ文庫 小田　美津子 新潟県村上市

45 Maple Farm（Maple文庫とお庭の文庫） 今井　真由美 埼玉県川越市

46 もりの子文庫 平田　梨紗 オーストラリア メルボルン

47 八女市立福島小学校　読書ボランティア「ブックメイト」 熊谷　泰子 福岡県八女市

48 ４１５のわ 眞鍋　陽子 香川県仲多度郡

49 読み聞かせグループおんじゅく 滝口　雅子 千葉県夷隅郡

50 読み聞かせの会　クローバー 伊藤　麻理 熊本県玉名郡

51 りんご文庫 小林　孝子 長野県長野市

（敬称略・団体名五十音順）

団体名 代表者 活動場所

1

お山のかぼちゃん文庫 尾山　タカ子 熊本県熊本市2

大分県立聾学校 大本　良子 大分県大分市

3 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校 山本　仁 石川県金沢市

4 佐賀県立中原特別支援学校本校舎 平原　忠義 佐賀県三養郡

5 社会福祉法人　那須烏山市社会福祉協議会　くれよんクラブ 福田　光宏 栃木県那須烏山市

6 社会福祉法人　和歌山県社会施設事業会  こばと学園 園長　山本　真紀 和歌山県和歌山市

7 ダウン症研究所 吉田　くすほみ 大阪府大阪市

8 東京都立光明学園 統括校長　田村 康二朗 東京都世田谷区

9 東京都立水元小合学園 統括校長  篠﨑 友誉 東京都葛飾区

10 特定非営利活動法人　メロディー 重川　つやこ 香川県綾歌郡

11 鳥取大学附属特別支援学校 川井田祥子 鳥取県鳥取市

12 長崎県立盲学校 下田　勝美 長崎県西彼杵郡

13 福井県立奥越特別支援学校 西尾　幸代 福井県勝山市

14 福井県立盲学校 杉本　浩一 福井県福井市

15 やまねこくらぶ 近江　敦子 北海道旭川市

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 ICBA カニカニ文庫 マイヤー　真生 オーストラリア　マンジュラ

2 えほん文庫「てんてんとム～シムシ」 生瀬　了士 大阪府大阪市

3 えほんらいぶらりー千歳 根本　幸枝 北海道千歳市

4 おにぎり文庫 中尾　晴加 京都府長岡京市

5 おはなしてぶくろ 榊　法子 大阪府箕面市

6 おひさま文庫 若林　陽子 滋賀県彦根市

7 親子読書 あじさいの会 大和　幸子 広島県安芸郡

8 設楽朗読の会あうん 金田　文子 愛知県北設楽郡

9 「 ともに学ぼう！ 」〜 日本の言葉・生活・文化 〜 藤浦　正通 佐賀県佐賀市

10 日本語教室　かんガエルクラブ 飯田　晴子 スイス　チューリッヒ

11 浜坂公民館　読み聞かせの会ぐりぐら 野津　紘子 鳥取県鳥取市

12 やまえ文庫 小玉　美代子 福岡県筑紫野市

13 わくわく文庫 ラム　前田　庸子 アメリカ　カリフォルニア

２）小学校中学年図書セット （敬称略・団体名五十音順）

団体名 代表者 活動場所

1 オーロラ文庫 倉光　佳奈子 フィンランド　トゥルク

2 おはなしエンデの会 竹岡　幸江 島根県浜田市

3 お話ボランティアグループ「夢のつばさ」 膽吹　照子 滋賀県米原市

4 国際児童文庫協会UK支部　あけぼの文庫 スミス　千裕 イギリス ハンプシャー

5 上海ひまわり文庫 藤田　真貴子 中華人民共和国 上海

6 ミネアポリス日本語補習授業校 ピーズ　実加 アメリカ　ミネソタ

３）小学校高学年図書セット （敬称略・団体名五十音順）

団体名 代表者 活動場所

1 京初オモニ会 金　栄仙 京都府京都市

2 サ～クル☆ほうき星 阿部　涼子 鳥取県鳥取市

3 スイス　ヤドリギ　こども文庫 山森　サチヨ スイス　ソロトゥルン

4 ほどきのとっと 前岡　良汰 鳥取県鳥取市

5 読み聞かせの会 広瀬　弘子 東京都御蔵島村

子どもの本100冊助成



4）乳幼児図書セット （敬称略・団体名五十音順）

団体名 代表者 活動場所

1 おはなしの木 林　雪絵 鹿児島県大島郡

2 おはなしボランティアと芸術の会 鹿取　美和 滋賀県米原市

3 cho-cottoほんわか 尾上　満子 兵庫県明石市

4 トラのパンツ 小林　明子 滋賀県近江八幡市

5 ひだまり文庫 日中　早恵子 香川県高松市

6 まち・かどや本舗 上垣内　正己 大阪府大阪市

7 亘理町立図書館　読み聞かせボランティア「ぽっぽ」 佐々木　みよ子 宮城県亘理郡

（敬称略・受賞者五十音順）

団体名 受賞者 活動場所

1 てんやく絵本ふれあい文庫 岩田 美津子（文庫歴37年） 大阪府大阪市

2 NPO法人うれし野こども図書室 髙橋 美知子（文庫歴44年） 岩手県盛岡市

3 きらきら文庫 渡邉 満洲子（文庫歴27年） 愛知県北設楽郡

子ども文庫功労賞


	HP掲載用

