
子ども文庫助成事業
2022年度助成先一覧

プログラム 助成件数

① 子どもの本購入費助成  58(2)

② 病院・施設子ども読書活動費助成  20(0)

③ 子どもの本100冊助成  23(5)

④ 子ども文庫功労賞   2(0)

合計 　　 103(7)

（　）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 足利の語りの会「おはなしコロリン」 小林　由江 栃木県　足利市

2 アデレードこども文庫 ホア　紀子 オーストラリア　アデレード

3 いずみ文庫 宮澤　敦子 神奈川県　横浜市

4 有珠山文庫 福澤　輝一 北海道　伊達市

5 越前らくひょうしぎの会 谷出　千代子 福井県　越前市

6 NPO法人おおさかこども多文化センター 濱名　猛志 大阪府　大阪市

7 NPO法人にじのはしファンド 糸数　未希 沖縄県　那覇市

8 絵本カフェ・チョコリラ 木村　智子 神奈川県　相模原市

9 奥中山こひつじ文庫 菅生　明美 岩手県　二戸郡

10 おはなしサークル　かくれんぼ 三浦　禎子 北海道　浦河郡

11 おはなしのこばこ 播磨　富士子 京都府　相楽郡

12 お話の森文庫 合田　真弓 福岡県　宗像市

13 おはなしポケット 野田　道子 東京都　荒川区

14 おはなしポケット 関　恵 鹿児島県　垂水市

15 おもやい広場「くまさん文庫」 熊谷　紀代 福岡県　小郡市

16 親オニの会 下元　泉 高知県　高岡郡

17 家庭文庫どんぐり小屋 久原　幸子 愛知県　清須市

18 紙芝居まねきねこの会 久保田　哲寛 宮崎県　都城市

19 銀河ステーション文庫 石月　ひろ子 茨城県　常陸太田市

20 小谷なかよし文庫 近藤　陽子 広島県　東広島市

21 ことえほん 松永　由紀 京都府　京都市

22 子どもと女性のイスラームの会 マリアム 戸谷 玲子 愛知県　名古屋市

23 子ども文庫　やかまし村 呉羽　まゆみ 富山県　富山市

24 この本だいすきの会　愛知支部 水野　小夜子 愛知県　あま市

25 千田子ども文庫 小川　美佐江 広島県　福山市

26 そのおき子ども文庫 吉澤　博子 長野県　長野市

27 高松こどもの本の会 庄野　昭子 香川県　高松市

28 たまてばこ 村上　芙美代 山口県　柳井市

助成件数

子どもの本購入費助成



団体名 代表者 活動場所

29 だんだんだんご 森　美佳 香川県　高松市

30 読書ボランティア連絡会 青柳　智江 埼玉県　草加市

31 特定非営利活動法人 山梨子ども図書館 宮崎　さなゑ 山梨県　甲斐市

32 特定非営利活動法人読み聞かせネットワークヒッポ 井手　博之 東京都　大田区

33 図書ボランティア　はらぺこあおむし 古橋　祐子 神奈川県　藤沢市

34 ともだち文庫 藤本　富美子 埼玉県　北本市

35 どんぐり文庫 原賀　絵三子 埼玉県　越谷市

36 長峰おひさま文庫 澤　恵 東京都　稲城市

37 なは市民協議会 饒波　正博 沖縄県　那覇市

38 那間っ子　ゆみんちゅ隊 山下　ちづえ 鹿児島県　大島郡

39 新潟アニマシオン研究会 佐藤　清江 新潟県　新潟市

40 にじいろえほん箱 早川　志保 神奈川県　横浜市

41 日本基督教団神和教会内「もみのき文庫」 大塚　信次 兵庫県　神戸市

42 八星文庫 竹内　麻子 静岡県　島田市

43 バッパーセブン　おはなし文庫 野坂　悦子 東京都　千代田区

44 パップンピットの森クラブ 仁科　幸子 山梨県　大月市

45 はとさん文庫 服部　雅子 東京都　西東京市

46 枚方おはなしを語る会 有田　信子 大阪府　枚方市

47 福井おはなしの会 小林　悦子 福井県　福井市

48 フリューリング絵本部「ファンタジア」 岸　春江 北海道　札幌市

49 みどりの森文庫 岡　玉緒 アイルランド　ダブリン

50 みのり文庫ちえの環 奥野　修 大阪府　大阪市

51 室園教会こぐま文庫 高野　和佳子 熊本県　熊本市

52 めんどり文庫 都築　洋子 愛知県　常滑市

53 萠えぎの会 猿木　尚子 群馬県　前橋市

54 持田公民館親子読書ボランティアグループ 小谷　久美子 島根県　松江市

55 山中おはなしの会 鬼頭　悦子 石川県　加賀市

56 山中比叡平子ども図書館 森本　志野 滋賀県　大津市

57 やまぶき　あそびの広場 今井　民子 岐阜県　多治見市

58 ゆめのたね 中川　寿美 佐賀県　神埼郡



（敬称略・団体名五十音順）

団体名 代表者 活動場所

1 児童養護施設　一陽 横河　慶宝 福井県　越前市

2
社会福祉法人 南町保育会
多機能型事業所 はるか、第2はるか

三鈷　佳恵 福島県　会津若松市

3 社会福祉法人知多学園　児童養護施設　クローバーライト 佐藤　邦子 愛知県　常滑市

4 特定非営利活動法人　i-care kids京都 藤井　蕗 京都府　京都市

5 特定非営利活動法人　えがおさんさん 田中　歩 東京都　新宿区

6 特定非営利活動法人　ささゆり会 原田　文孝 兵庫県　加古川市

7 特定非営利活動法人　しゅわえもん 野﨑　誠 東京都　杉並区

8 特定非営利活動法人One step音楽スタジオ 森井　眞一郎 東京都　世田谷区

9 新潟県立がんセンター新潟病院　あかね文庫お話しの会 伊藤　美智子 新潟県　新潟市

10 ファミリーホームいからし 五十嵐　ふさい 新潟県　新潟市

11 八尾で絵の本ひろば広げよ会 池田　多瑛 大阪府　八尾市

12 読み聞かせボランティア「ぽんぽこぽん」 尾関　えり 大阪府　大阪市

13 愛知県立岡崎聾学校 鹿島　浩 愛知県　岡崎市

14 愛知県立瀬戸つばき特別支援学校 犬飼　保夫 愛知県　瀬戸市

15 岡山県立岡山東支援学校 藤井　真理子 岡山県　岡山市

16 加古川市立加古川養護学校 石川　昌澄 兵庫県　加古川市

17 栃木県立那須特別支援学校 谷口　照子 栃木県　那須塩原市

18 栃木県立のざわ特別支援学校 小野　幸男 栃木県　宇都宮市

19 栃木県立盲学校 伊藤　美喜 栃木県　宇都宮市

20 長崎県立大村特別支援学校 小川　由香 長崎県　大村市

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 おはなし会「パンプキン」 須藤　慶子 埼玉県　秩父郡

2 くすの木文庫 亀井　佳代子 広島県　広島市

3 特定非営利活動法人新座子育てネットワーク 坂本　純子 埼玉県　新座市

4 ニューオリンズ日本語補習校 前田　美智恵 アメリカ　ルイジアナ州

5 読み聞かせボランティア 石川　美智子 千葉県　長生郡

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 おもちゃ図書館　泉北じゃがいも広場 阪口　薫 大阪府　堺市

2 種まき文庫 エリス　香織 イギリス　ブリストル

3 たまご絵本館 岡崎　永子 和歌山県　橋本市

4 津別読み聞かせの会「おはなしポケット」 鍛治　祐子 北海道　網走郡

5 特定非営利活動法人ハッピーラボ 平間　美智 愛知県　名古屋市

6 ねむの花文庫 浦西　陽子 奈良県　宇陀市

7 Little Free Library and Museum ちいさな帆 塚田　真理子 北海道　北広島市

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 NPO法人ガット 西村　るり 熊本県　熊本市

2 さくらぶんこ 今出　望 アメリカ　オレゴン州

3 特定非営利活動法人　ゆらゆら 溝口　尚美 大阪府　大阪市

4 メルボルンこども文庫 渡辺　鉄太 オーストラリア　メルボルン

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 あおぞら文庫 杉崎　初実 大分県　由布市

2 西条ひかりの子文庫 安永　和美 愛媛県　西条市

3 Japanese Community Volunteers Association（隣組） 船橋　敬子 カナダ　バンクーバー

4 自由ヶ丘町会　ゆめ文庫 堀内　由香 青森県　青森市

5 すばなしの会　おはなしとどけ！ 遠藤　美弥子 秋田県　秋田市

6 てのひら文庫 林　真理 京都府　長岡京市

7 ニシヤマイバショラボ 植村　康平 愛知県　名古屋市

子どもの本100冊助成



（敬称略・受賞者五十音順）

団体名 受賞者 活動場所

1 認定NPO法人 高知こどもの図書館 大原　寿美 高知県　高知市

2 ガーデン文庫 春林　公子 千葉県　千葉市

子ども文庫功労賞


	HP掲載用



