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在住の都道府県 氏名 所属団体名または職業 コメント

1 北海道 笹山 愉香 司書

読み聞かせのイロハを初心者の方でも楽しく学んでいただけるように、またステップアップしたい方に
はその段階に応じての指導が得意です。
その施設にあった絵本などの児童書の選定や行事、展示なども得意としています。
全国どこでも身軽に行きますので、お気軽に相談してください。

2 北海道 水野 有子
帯広大谷短期大学附属図書館
えほんマイクロライブラリー主宰

ビブリオバトル、アニマシオン、ブックトークなどさまざまな方法で絵本と触れ合う機会を創出します。
あらゆる世代が享受することのできる絵本の可能性を探究し、“地域全体の絵本フリーク化”を目指
します。@ehon_microlib

3 北海道 森 景子 絵本講師・絵本セラピスト

「子どもより先に大人が笑顔になる社会作り」をモットーに絵本を大人の心にも届ける活動をしていま
す。現在、NHKカルチャー教室で「大人が楽しむ絵本の世界」という講座や自治体から依頼を受けて
子育て支援者の研修会、幼保育園の研修会なども行っています。オンライン講座も随時開催してい
ます。他に絵本と音楽のコラボイベント・楽しい親子イベントなども企画開催しています。お気軽にお
問い合わせ下さい。

4 北海道 大澤 俊信 ＮPO法人　ビヨルクとうべつ　代表
NPO法人ビヨルクとうべつは地域のサードプレイスとしてコミュニティーカフェを運営し、更に月２日間
は子ども食堂を開店しております。更に絵本を１００冊ほど常設し、必要に応じて読み聞かせを行っ
ております。

5 北海道 岸 春江 フリーアナウンサー

アナウンサーとして各地で絵本を読んで楽しんで頂いています。また、ご「家庭で絵本を楽しむポイン
ト」や、「読み聞かせボランティア向け」の講座を行っています。絵本作家さんとのコラボ企画も行い、
絵本を通じた特別な時間を楽しんで貰えるような活動も多数開催しています。「子どもとメディアイン
ストラクター」の資格も持ち、絵本と電子メディアでの子育ての違いについてもお話します。自治体か
らの講演依頼も多数あり。

6 北海道 久蔵 郁子 専門学校
絵本とおもちゃとわらべうたは、子どもの心と身体を豊に育てる三大要素であり、どれ一つ欠かすこと
ができないと考えます。0歳～100歳以上の方まで多世代で絵本が楽しめるように、おもちゃとわらべ
うたを添えてお届けします。

7 北海道 久保 典子 学校司書
旭川市の小学校で学校司書をしています。校内はもちろん、地域にも絵本の魅力を伝えることができ
るよう行動していきます。どうぞよろしくお願いします。

8 北海道 戸来 友美 公立小学校
「教室にもっと絵本を」という思いで、教室で絵本の読み聞かせや絵本を活用した授業を行なったり、
大人向けの絵本のセミナーなどを企画している小学校教員です。
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9 北海道 宮地 菜未 保育士
旭川市で保育士をしております。絵本が好きな方たちに、これから絵本にふれる方たちに、すべての
世代で楽しむことができる絵本の魅力を伝えていきます。

10 青森県 蛯名 智子
社会教育指導員

（東北町立図書館）

社会教育指導員として、地元東北町の子ども読書推進のための職務に従事しています。これまでの
活動を基に、児童書を始め新刊の選書や企画展示などを担当し、魅力ある図書館づくりに取り組ん
でいます。

11 青森県 木村 明美 幼児発達療育支援相談員
子育て世代に向けた読書推進活動を行っています。また、「絵本を使ったSDGsの学び」や「アニマシ
オンの楽しみ方」「絵本とレクリエーション」などを、ワークショップの形として提供しています。

12 青森県 髙橋 智子 認定こども園八戸文化幼稚園
子ども、大人に当園の絵本図書館〈えほんのおうち〉で絵本との出会いをつないでいます。地域の読
書推進活動の団体で読み聞かせ会をします。絵本を使った子どもの食育・調理指導をします。

13 岩手県 嶋田 ひろ子
宮古読み聞かせの会

「ぞうさんのミミ」
―

14 岩手県 牧野 幹 こども広場・マグノリア
おはなし会をはじめ、絵本で遊んだりワークショップで親しんだり。赤ちゃんから大人まで、幅広い年
代に向けて絵本の魅力を伝える活動をしています。絵本の可能性を一緒に探っていきましょう！

15 岩手県 江刺 由紀子
特定非営利活動法人

おはなしころりん

赤ちゃんから高齢者まで、地域の読書活動の推進に取り組むとともに、本の力で心をつなぐ地域コ
ミュニティ活性化を展開。本を通じて地域課題の解決に挑戦しながら、それを新しい価値として発信。
本で国際交流も実施。

16 岩手県 藤村 由美 スクールアシスタント
日々出版されている、新しい絵本の紹介をしています。小学校に勤め、時間があると、よみきかせを
して、子ども達と楽しい時間を過ごしています。絵本のすばらしさや楽しさをたくさんの方々と共有した
いと思っています。
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17 岩手県 藤村 友樹子 KOTOSE朗読講師
絵本を読み聞かせたい、知りたい、いやそんなに絵本が必要？・・・どんな形でも絵本に興味を持っ
た方へ。子どもから大人まで楽しめる絵本の魅力を「読み聞かせ」や「勉強会、各種講座」でお伝えし
ます。

18 宮城県 伊藤 ひろえ おはなしきんきらこ　
絵本の読み聞かせ、科学絵本の紹介、ストーリーテリングのおはなし会、初心者向けストーリーテリ
ング講習会の他、造形教室での勤務経験を活かし、絵本の紹介と造形活動を組合せた講習会や
ワークショップ等をお引受しております。

19 宮城県 ヨダ ハルミ 書店・学習塾経営
本屋✖学習塾　一坪書店文庫を経営しています。通常業務の他、不定期ですが、「演者を招いて、お
話し会や朗読会などを開催しています。

20 宮城県 菊田 和枝 おはなし　ほっとけーき
読み聞かせ、手遊びや童謡を交えた楽しいお話会（乳幼児～小学生対象）、親子の絆を深める絵本
の紹介、大人のための絵本の読書会などを行います。絵本の魅力を伝えながら、子育て応援や癒し
のひとときの提供をさせていただきたいと考えています。

21 秋田県 沓澤 佳子 医師
絵本と子育てを楽しむ講座、保育関係の方・図書ボランティア向けの研修・講座も行っています。小・
中学校、高齢者施設、障碍者施設での読み聞かせ会の開催も承っています。

22 山形県 加藤 美穂子
（一社）

子どもの読書サポートアシード
代表理事

子どもが集中する読み聞かせ、新米パパママの絵本とスキンシップで遊ぼう、0ヶ月からの読み聞か
せ、人気の新しい絵本のお話など、絵本で世の中をハッピーにする事業を展開中。全国どこへでも参
ります。

23 山形県 磯邉 知紗希 図書館司書
人と絵本の橋渡し役として、子どもから大人まで楽しめる素敵な絵本の紹介や、大切な一冊を探すお
手伝いをさせて頂きます。

24 福島県 佐藤 真紀 南相馬市立中央図書館
おはなし会、絵本講座などを開催することができます。絵本専門士1期5人で活動している読み聞か
せグループ「ピコの会」でのおはなし会も承ります。詳しくはお問合せください。
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25 福島県 田中 雄人
福島絵本専門士くり～むブックス
菊池記念子ども保健医学研究所

子どもたちに。大人たちに。想いを心で。そして、声で。絵本を届けます。おはなし会、小児科勤務保
育士の視点、発達段階での乳児絵本の選書アドバイス、絵本を通した、または絵本に関する子育て
相談を行っています。全国どこへでも伺いますので、お気軽にどうぞ!!!

26 茨城県 谷島 広美 音楽教室ピアノ講師
『絵本』と『音楽』のコラボレーション!
歌やリズム遊びを盛り込んだ『おはなしコンサート』を企画、お届けします。

27 茨城県 石川 仁美 小学校図書館
絵本の読み聞かせを中心とした活動全般について支援します。これから活動したい方、特に家庭や
小学校での読み聞かせの活動を始めたい方への支援もいたします。

28 茨城県 飯塚 みどり わん・にゃんおはなし会
茨城県動物愛護推進員を長年続けており、絵本の力を借りての動物愛護を目指しています。
犬を連れてのセラピー活動や読み聞かせ、盲導犬の説明等も経験しています。愛犬を連れた動物介
在活動も可能です。

29 茨城県 中河原 優子 司会業・育児コンシェルジュ

司会業の他、育児コンシェルジュとして図書館で子育で支援業に携わっております。
その他読み聞かせボランティアの立ち上げメンバーとして毎月お話し会を開催。
大人が楽しむ絵本広場「オハナシtsumugi屋」としても活動しています。
親子向け絵本講座の実績あり。

30 茨城県 加﨑 湖都美 ○△□子ども食堂主催

放課後学童保育支援員、児童書店おはなし会、ブックスタートなどを通して子どもと絵本をつなぐお
仕事をしてきました。今は「絵本は心のごはんです」と食事の提供と共に絵本で子どもたちの心のたく
ましさを育むお手伝いとして、絵本のある子ども食堂を開催しています。
「たくましい心」とはユーモア、正義感、優しさ、愛情、信念、自信。子どもだけではなく、子育てに関わ
る大人たちに絵本の力、楽しさ、奥深さをお伝えしています。

31 茨城県 山本 絹子 学校司書
読み聞かせとそこから広がるワークショップ（遊びや造形）で絵本の世界へいざない、絵本の楽しさを
届けます。また、絵本の選書、ブックトーク、展示企画などで支援することができます。

32 茨城県 市塚 陽子 特別支援学校 教諭
支援を必要とする子どもたちと絵本をつなぐ架け橋になります。五感で楽しむ絵本の世界作りが得意
です。
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33 茨城県 永井 紀子 筑西市立中央図書館
絵本に触れるイベントなどを通し、地域の方々と絵本を楽しんでいきたいです。赤ちゃんからお年寄り
まで、誰もが絵本と共に豊かな時間を過ごすことができるような環境をつくっていきたいです。

34 栃木県 大山 滋美 保育教諭
子どもの年齢や生活に即した絵本を選び、その読み聞かせと共に遊びや造形活動を発展させ、子ど
もたちの心身の発達を促す活動をしています。

35 栃木県 西谷 和子 子育て応援サークルこっころ
地域において、0歳～大人まで絵本の楽しさを伝える活動をしています。コロナ禍ではありますが、絵
本を通して人と人が繋がれるような活動を心がけています。

36 栃木県 余間 みゆき 上三川町主任学校司書
小・中学校図書館に15年以上関わっています。その経験も踏まえ、読み聞かせ関係（年齢に沿った
絵本の選び方、読み方、注意点）、ブックトーク等絵本を紹介するスキル等、絵本全般の相談に応じ
ます。講演も可能です。

37 栃木県 坂本 美登里 保育士
保育園で勤務しながら、休日は子育てサロンを中心に、おはなし会や親子のふれあいあそびなどの
ワークショップを開いています。また、お子さんの発達に対する相談も受けています。

38 栃木県 芳賀 千尋
社会福祉法人陽向
那須高原保育園

絵本の読み聞かせをすることが大好きです。絵本は　年齢、性別、全てのことを超えて　人の心に届
くものだと思っております。将来は　読み聞かせおばさんになりたいと思っています。

39 群馬県 金井 徹 群馬こどもわくわくサポーターズ ―

40 群馬県 小屋 美香 育英短期大学
保育者養成校で教員をしています。認定絵本士養成講座の講座責任者として、絵本学の授業も担
当しています。絵本に関する各種講座、お引き受けできます。お気軽にお問い合わせください。
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41 群馬県 浅田 康江 幼稚園教諭
幼稚園教諭・保育士養成校講師を経て、幼児教育の現場に戻りました。子どもたちと一緒に楽しむ
絵本の読みあいが大好きです。絵本のすばらしさ、楽しさを子どもたちや保護者の方そして保育の現
場で働く先生方にお伝えできればと活動をしています。

42 群馬県 小内 和代 保育士 ―

43 群馬県 中島 由紀子 保育士　幼稚園教諭
公立保育所、幼稚園に勤務しています。保育の経験をいかして、絵本のおはなし会やイベントを行っ
ています。また、絵本で保育を豊かにしていきたいという思いがあります。

45 埼玉県 山本 美恵子 朝霞市立図書館
絵本の読み方、選び方、おはなし会の注意点など、ご家庭や学校、様々な場での読み聞かせについ
てお伝えし、赤ちゃんから高齢者まで幅広い世代に向けて、絵本の楽しみ方のご相談もお受けいた
します。

46 埼玉県 森脇 直美 保育士 ―

47 埼玉県 菊池 奈緒子 保育士 絵本からのリトミック活動も保育の中で取り入れて活動しています

48 埼玉県 佐藤 文子 保育士
　0.1.2.歳向けのおはなし会や、親子で遊ぶ企画をご提案させていただいています。　絵本専門士ユ
ニット「Peek-a-boo」に所属して、定期的におはなし会を開催しています。よろしくお願いいたします。

49 埼玉県 大河原 悠哉 保育士　施設長

保育園で施設長を務めています。保育士をする傍ら休日は親子向けのイベントや保育者向けの絵
本講座、執筆などを行っています。
ブログ『がっちょの絵本ブログ』を運営。
絵本ナビライターとしても活動中。



2022/7/22現在

在住の都道府県 氏名 所属団体名または職業 コメント

50 埼玉県 斉藤 千尋
保育と絵本研究会　GOBOの会

保育士
「子どもへの読み聞かせを通して、家庭に絵本を届けていく」というコンセプトのもと、読み聞かせを中
心としたお話会を行っています。

51 埼玉県 寺島 知春

絵本ワークショップ研究者／ワー
クショッププランナー／コラムニスト
講師、東京学芸大学個人研究員

日本児童文芸家協会正会員

2022年3月、著書『非認知能力をはぐくむ絵本ガイド180』（寺島知春／著、秀和システム）を上梓。●
2022年度より東京・彰栄保育福祉専門学校の認定絵本士養成講座で「絵本ワークショップ」講義を担
当予定。●女子美術大学、共立女子中高ほかでのゲスト講義実績あり。●2022年6月に秋田・能代
青年会議所でのワークショップ講演会をご依頼いただきました。●絵本や美術ワークショップについ
ての講演、ワークショップ企画の開発・実施、コラム執筆など、お声かけください。

52 埼玉県 増田 穂里
学校司書　絵本セラピスト

JPIC読書アドバイザー

全ての年代の方々に、絵本の魅力をお伝えする、お話会、ブックトーク、ワークショップ、選書支援、
講演会を行います。年齢を問わず、心のよりどころになる「私の1冊　私の絵本」の提案をいたしま
す。

53 埼玉県 松村 美香
子育て支援センター施設長

保育士

乳幼児をはじめこれから赤ちゃんを迎える若い世代の方から子育て中のご家族・祖父母の方々ま
で、絵本の読み合いで子育てを豊かな時間にするお手伝いをしていきます。子どもも大人も笑顔にな
る活動を目指します。

54 埼玉県 伊東 敬太 都立高校司書教諭
高校での実践経験を活かして、子どもだけでなく、学生や大人を対象とした読書活動や読み聞かせ
を活動の中心にしています。

55 埼玉県 遠藤 裕美 保育士・絵本講師
絵本を真ん中に、温かな時間がたくさん生まれますように・・・。絵本講座の経験あり。著書『子育てマ
マ＆パパの頼れる絵本193』にて親子が笑顔になれる絵本を紹介しています。

56 埼玉県 横田 瑛梨 絵本ナビ
絵本ナビでプレミアムサービスと絵本アプリを担当。たくさんの絵本と出会える場を作り、絵本好きの
輪を広げていきます。フィンランドの子どもの本を研究中。絵本を通してフィンランドと日本の架け橋
になりたいです。

57 埼玉県 菅澤 真梨子 和光市役所

公立保育士です。まだまだ小さな３児の母でもあり、仕事に育児に日々奮闘中！
「子どもにどんな絵本を選べばいい？」「保育者としての絵本の知識を深めたい」等の絵本に関する
悩み、一緒に考えていきましょう。現役の保育士として、母として、双方の経験から絵本の素晴らしさ
をお伝えします。
保育関係者に向けた研修開催、親子向けの絵本講座に注力しています。
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58 埼玉県 吉田 治美 小学校教諭

『すべての教科を絵本と繋げる』小学校教諭としてのキャリアを活かし、授業の裏付けや興味・関心
の拡充を図る絵本を、先生を始め、児童・生徒・保護者・地域にも広めていきます！！絵本は最高の
教材です。子どもの学びに、たくさんの絵本が活用されることを願って一冊でも多くの絵本を紹介して
いきます。

59 埼玉県 新井 惠美子 保育者養成校講師
赤ちゃんから大人の方々まで、絵本を通じて心が温かくなってもらえるようなお話し会ができればと考
えています。
「絵本のちから」って素晴らしい！と…　そんな優しいコミュニティを望んでいます。

60 千葉県 志摩 秀子 おはなしバスケット 乳幼児から大人まで、目的に応じた選本を行い、絵本の魅力・力を伝えていきたいと思います。

61 千葉県 長谷川 悦子 めぶき保育園なりた
「えほんってステキだな」　「ほんわか心があたたまる」
「ん～と、楽しいおはなし会」　さぁ、一緒に始めましょう。

62 千葉県 米田 有貴子 市川市役所 おはなし会や絵本選びのお手伝いをしています。

63 千葉県 佐藤 満喜子
千葉市

ボランティアグループ連絡会

2019年度のおはなし会は子育て・学童支援、保育所等と小学校の朝読を含め130回を超えました。そ
れは誰もが笑顔になれる幸せな時間です。
絵本文化の情報を共有し、その魅力や可能性をご一緒に学びませんか。

64 千葉県 中川 悦枝 絵本講師
千葉県、埼玉県の幼稚園にてお話会や親子遊び、保護者対象の絵本サークル活動、また保護者や
教諭への絵本講習を行っています。
親子の心に深く寄り添う絵本を手渡していきたいと思います。

65 千葉県 中村 伸子 大学講師
子ども達への読み聞かせや大人向けの絵本講座を行っています。子ども達に絵本を手渡してくれる
大人が増えていくように、ブックトークやワークショップを通して絵本の楽しさや多様性を伝えていきた
いです。
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66 千葉県 岡田 志織 ―
今までは保育士として、現在は我が子の子育ての中で絵本と向き合っています。絵本の楽しさ魅力
を自分のできるところから発信していきたいと思います。

67 千葉県 野見山 直子 保育者養成校教員
保育における絵本の意義、保育者として知っておきたい絵本における基礎知識や基礎技術等に関
する講演および実技講習を行ないます。人形劇、ふれあい遊びなども取り入れた乳幼児向けのおは
なし会も行います。

68 千葉県 田中 浩之
群馬医療福祉大学

社会福祉学部  社会福祉学科
幼稚園教諭、保育士の養成校に在職しております。特に自然体験活動やビオトープに力を入れてお
ります。そのため、絵本も自然関係の絵本が多いです。

69 千葉県 前徳 明子 埼玉東萌短期大学　教授
絵本専門士6期生の前徳明子です。絵本の楽しさを皆様と共感し、絵本のすばらしさをたくさんの
方々に広げ、伝えていきたいです。絵本専門士の仲間たちとも活動していきたいです。どうぞ、よろし
くお願いします。

70 千葉県 白石 恵美子 保育士（子育て支援センター）
子育て支援センター勤務。おもちゃと絵本が大好き。子育て中の親だけでなく、大人にも絵本を届け
たいと思っています。おもちゃコンサルタントマスターでもあるので、おもちゃと絵本を融合させた企画
をしたいです。

71 千葉県 遠藤 郁美 ―
現在は地域の小さなおはなし会の企画開催、保育園での絵本に関する企画相談等を行なっていま
す。絵本のもっている無限の可能性をさまざまなアイデアと掛け合わせ、実感のある絵本体験の場を
つくり届けることを目標としています。

72 千葉県 木内 晴美 絵本と語りの会
保育士の傍ら絵本の読み聞かせボランティア団体に在籍して20年になります。電子機器がありふれ
た世の中に絵本文化を家庭や地域に根付かせていきたいと考えます。

73 千葉県 木津 陽子 臨床検査技師
子育て支援施設で、乳幼児親子に　赤ちゃんの語りかけ・あやしかた講座（岩手県遠野に伝わるわら
べ歌による子育て）を伝承しています。
絵本とわらべ歌と昔話（語り）を子育ての柱にするお手伝いができたら幸いです。
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74 千葉県 栗原 ひとみ 植草学園大学 元幼稚園教諭です。一緒に絵本を楽しみましょう。

75 東京都 近藤 麻智子
フリーアナウンサー

絵本セラピスト　絵本講師

絵本の読み語りとヨガを組み合わせた「絵本ヨガ」や絵本セラピー®のワークショップなどを取り入れ
た講演の他、メディア執筆、オンラインセミナー、イベント司会など、幅広く対応できます。ご相談くださ
い。

76 東京都 波賀 稔 絵本編集者
絵本制作、読み聞かせの講座・実践、絵本読解など、絵本の作り手や受け手に対しての講演・指導
ができま す。

77 東京都 松井 貴子 練馬区立大泉北小学校
保護者・地域及び関係機関の皆様と連携し、学校図書館を活用した探究的な学習や読書活動を推
進しています。子どもたちに「言葉の力」を身に付けさせ、探究心や想像力を育み、一人一人の夢を
広げています。

78 東京都 松尾 絵美
荒川区立中央図書館
（ゆいの森あらかわ）

初めての絵本選びや家庭での読み聞かせについて、ご案内します。また、大人が楽しむ絵本も紹介
します。
絵本３万冊所蔵する、ゆいの森あらかわえほん館に勤務。

79 東京都 安冨 ゆかり JPIC読書アドバイザー
「絵本」の多様性を愉しみ、可能性を広げていきたいと思います。本の紹介、読みきかせの実演・講
習など、状況や要望に、柔軟に対応しながら、自身も成長していきたいと思っています。

80 東京都 大島 真理子 奥多摩絵本専門士
東京都西多摩郡奥多摩町の小学校２校保育園1園と福生市で「２０２２奥多摩・福生絵本の会」を年1
４回開催しています。第2期絵本専門士４名と第５期絵本専門士１名が中心となって活動しています。
今年で７年目の活動になりました。奥多摩町長さんも応援してくださっています。

81 東京都 林 智子 株式会社　めくるむ
2020年11月に創業しました児童書出版社めくるむです。本を「めくる」そして優しく包み込む意味の「く
るむ」を合わせた社名です。すべての子どもたちに長く愛される本を作り、届けます。原画展やWSを
企画します。
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82 東京都 石川 典子 公共図書館（司書）
対象に合ったおはなし会の開催、絵本講座や子どもと本をつなぐ様々な技法のワークショップ、選書
相談、学校図書館活性化の支援にも対応致します。国語・学校図書館教育の研究委嘱校での学校
司書経験有り。

83 東京都 佐藤 幸恵 げんきな図書館
公共図書館勤務
おはなし団体げんきな図書館の一人として定期的に赤ちゃん向けおはなし会、就労支援施設での大
人向けおはなし会、朗読会をしています。

84 東京都 鴫原 晶子
保育者養成校講師
ペーパークイリング

インスタラクター

自身の保育者及び保育者養成経験を踏まえて、おはなし会はもとより親子講座・保育者セミナー講
師・保育者養成校学生および高校生の絵本の授業などを行なっています。造形のワークショップも致
します。

85 東京都 守隨 佑果
グラフィックレコーダー

（フリーランス ）

カンファレンス、講演会、研修等、グラフィックレコーディングを実施。リアルタイムに絵と文字で可視
化、人が集う場での促進を行います。絵本の専門的なテーマも対応可能。元保育士&amp;幼稚園教
諭、元絵本出版社勤務。

86 東京都 中澤 由梨子 出版社 わらべうたと昔話を軸に、子どもと絵本を繋ぐ活動をしています。

87 東京都 中村 敬子 会社員
読む人の深い部分につながる絵本の特性と、自然や美しさへの感性を大切に、大人にこそ絵本をと
の気持ちで活動しています。会社員として主に経済や海外企業の研究を担当してきました。

88 東京都 深津 加代子 ㈱絵本ナビ
作品プロモーション企画提案のお仕事をしています。
プライベートでは本屋さんでのお話し会を不定期で担当しています。

89 東京都 森 和子 学校司書
子どもの本研究会、親地連会員、元NPOアニマシオン協会理事₍NPO解散時まで）、jpic読書アドバイ
ザー、朗読指導者養成講座終了。Peek-a-booとして書店でおはなし会開催。
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90 東京都 井上 まどか 絵本カフェ ムッチーズカフェ運営
「大人が絵本を楽しめる空間づくり」をコンセプトに食事を召し上がりながら、絵本を楽しんでいただけ
るお店 を運営しています。絵本の原画展イベントやワークショップイベントの場所の提供・企画お手
伝いします。

91 東京都 尾鷲 瑞穂 公的研究機関勤務
「科学」を知るための絵本のワークショップを開催します。環境問題など、特定のトピックをテーマにし
た企画や、伝記絵本を通して科学史上の偉人たちの業績と生き方を学ぶ講座開催の支援を行いま
す。

92 東京都 木村 彩乃
幼稚園教諭・イラストレーター

三線奏者

幼稚園・実家のギャラリー、沖縄そば屋で働きながらイベントや小学校、保育園等で絵本、三線、パ
ネルシアターの実演を行っております。絵画制作を１０年以上続け自費出版絵本を2021年制作、個
展開催等フリーランスで活動を深めています。

93 東京都 平 佐喜子 シアターOrt
演劇公演を主に活動しています。読み聞かせ、絵本を上演する、絵本を使ったワークショップ、朗読
講座、発声ワークショップなど、ご相談ください。

94 東京都 廣瀬 惠子 おはなし会の部屋
絵本・紙芝居を中心にパネルシアター・手遊びなどを取り入れたおはなし会の魅力をお伝えしていま
す。読み聞かせ講座、ボランティアの育成などプロの意識を持って承ります。事業詳細は
ohanashikai.comをご参照ください。

95 東京都 水上 祐佳 makaniまにまにlani
ベビーシッター、演劇作・演出、絵本の演劇化、図書館で絵本読み、シェア本屋さんで絵本の販売、
廃材工作などなど風吹くままに活動しています。どこかでお会いできますように。

96 東京都 水野 愛子 足立区立舎人図書館
おはなし会、ブックトークなどの企画から実施、特集展示の企画から実施など、人と絵本を結ぶお手
伝いをいたします。 わらべうた、素話(ストーリーテリング)等を含めたプログラムも可能です。おすす
め絵本の紹介やコラムの執筆など行っています。

97 東京都 山元 真理子 絵本サークル「のんきみち」
絵本を介して人と人をつなぐ活動をしていきたいと思っています。絵本のある場づくり、読みあい、
ワークショップなど、今ここの気持ちを大切にできる時間を提案します。
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98 東京都 陸 嬋 翻訳者・ライター
日本語と中国語で絵本の読み聞かせなどを行います。特に、外国人家庭のお子様を対象としたおは
なし会を開催し、地域コミュニティーの更なる向上を目指します。絵本関連の執筆も行っています。

99 東京都 渡邉 晶 大学教員 (非常勤講師)
幼稚園教諭、大手出版社勤務を経て、10数年前から幼稚園教諭保育士養成校の講師をしていま
す。幼い頃からたくさんの絵本に囲まれ恵まれた環境で育ちました。絵本が大好きです。毎日、幼い
我が子と一緒に絵本を楽しんでいます。どうぞよろしくお願い致します。

100 東京都 渡辺 裕己子 絵本日本プロジェクト 絵本イベントの立案やサポート、絵本読みきかせのスキルアップ等を提案してまいります。

101 東京都 相沢 和恵 保育者養成校　准教授
乳児～小学生低学年までへの絵本等の読み合いが可能です。絵本等に興味のある方に、お話会開
催の手法等お伝えします。

102 東京都 荒井 功実子 楽天ブックスネットワーク株式会社 出版販売会社の立場から絵本の選書などに取り組んでいます。

103 東京都 大竹 龍 保育園　園長　絵本男子

認可保育園で園長として勤務し、保育の仕事の魅力を社会に伝えるべく絵本専門士の専門的な視
点から絵本男子のモデルとして活動し、オリジナル歌遊びの動画、絵本読み聞かせ動画の配信も
行っています。
親子向け歌遊び×絵本講座をお届けします。
オンラインイベントにも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください^ ^
絵本男子HP　http://ehondanshi.com/model/details/27/

104 東京都 岡田 清香 おはなしの贈り物
プレーパークで野外おはなし会、親子ふれあい広場乳幼児向けおはなし会を継続しています。毎月
おすすめ絵本を20冊選び、おはなし会お休み中の図書館で、貸し出し用の絵本展示とプログラムの
配布をしてもらっています。

105 東京都 古満 美千子 ―

朝日新聞社を2020年3月末に退職後、7月に日本産業カウンセラー協会東京支部に入職。企業・団
体の総務・人事ご担当者へメンタルヘルスやハラスメントのコンサル営業を実施。コロナ禍で働くうち
に心を壊してしまった人が多くいらっしゃることを体感しました。9月よりフリーになり、心身の不調を抱
えている人に向けて、ビブリオセラピーのように絵本を通して支援をすることを目指しています。
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106 東京都 立田 恵子 フリーランス広報/PR/ライター
メディアを通じて広く情報発信したい際の企画/イベント立案・プレスリリース作成や、より伝わりやす
いライティングなどお手伝いさせて頂きます。過去にはクラウドファンディングにおける広報活動や、
出版イベントなどお手伝いさせて頂きました。地域で子どもへの読み聞かせ活動もしております。

107 東京都 圓山 哲哉 言語聴覚士・公認心理師
ことばやコミュニケーションの発達に遅れや偏りのある方の療育に携わる専門性を活かしながら、絵
本の持つ力、絵本の楽しさ・面白さを年齢問わず皆さんと一緒に共有できればと思います。お気軽に
お声がけください。

108 東京都 榎本 彰
☆PicCoro~絵本とこどものお部屋~

(言語聴覚士・保育士）

☆PicCoroという絵本専門士ユニットチームで、こども向けの読み聞かせイベント活動をしています。
こどもたちが絵本を楽しみ、健やかに成長してくれるために、大人の絵本選びのお手伝いをさせて頂
きます。

109 東京都 おかだ はるこ おはなし音楽隊

音楽絵本を用いた演奏とおはなし→登場する楽器工作→試奏と合奏で楽しむ｢おはなし音楽隊｣な
ど、絵本から広がるファンタジーな世界を五感で楽しむワークショップ。児童書全般の選書支援や読
書相談、ブックトーク･ビブリオバトル、おはなし会･絵本講座、絵本の授業活用、学校図書館と司書
のレベルアップ、地域ネットワークづくりもお手伝いします。

110 東京都 海保 知里 元TBSアナウンサー
子ども達を対象にした英語絵本の読み聞かせを中心に活動中。そして今後は日本の絵本を海外に
紹介する仕事も展開していきたいと模索中。

111 東京都 古賀 涼子 アナウンサー、ナレーター
TOKYO FMで10年以上、絵本の読み聞かせ番組を担当。大人に向けた絵本の読み聞かせをテーマ
に活動。防災教育授業では小中学生への絵本×防災も担当。約20年の局アナ生活で全国に声を届
けてきたことをベースに、より広く絵本の魅力を伝えていきたい。

112 東京都 齋藤 悠子
ことばと子ども支援室

（公認心理師）
絵本を通したことばやコミュニケーションの支援が可能です。
講演なども承っています。

113 東京都 多田 知美 いずみ保育園
絵本で　言葉とあそび　絵とあそびませんか。
絵本で　あなたにとってのきっかけや気づきを見つけませんか。
絵本で　対話してみませんか。　＃こどもと絵本　＃大人も絵本
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114 東京都 野路 沙織 出版社
企業協賛の絵本の編集をしています。おはなし会・工作ワークショップ・着ぐるみショーなどのイベント
企画立案、進行監督を得意としています。絵本制作・出版のお手伝いもできます。

115 東京都 藤野 加奈子
東京学芸大学附属

特別支援学校
―

116 東京都 堀尾 育子
ABA(応用行動分析学)セラピスト

療育

全てのお子さんへ、そしてそのご家族へ、『絵本』を届けたいです。
仕事では、発達がゆっくりのお子さん、発達障がいのあるお子さんと会いますが、どのお子さんにも
色々な絵本と出会ってほしいと思っています。

117 東京都 三田村 美保 出版社勤務 ―

118 東京都 南 祐希 フリーアナウンサー ―

119 東京都 宗友 史織
NPO職員

元小学校教諭・司書教諭

保育園・幼稚園・子ども園・小学校の先生に、絵本を介した心の通い合いを伝えます。講座(子どもの
育ちを支える絵本の活用方法／絵本から広がる遊び・学び 等)や選書、園校内研究のサポートな
ど。

120 東京都 村井 由喜 出版社勤務
絵本の読み聞かせや手遊び歌、ブックトークや紙芝居などを通して、みなさんに楽しい時間をお届け
できればと思います。絵本に興味のある方や保護者の方にも、絵本の情報をお伝えできるよう勉強
中です。どうぞよろしくお願いいたします。

121 東京都 村上 里和 NHKアナウンサー
ＮＨＫアナのノウハウで「朗読・読み聞かせ講座」。絵本・児童文学作家の方々のエピソードを交えた
「絵本（子育て）講座」。「親子のためのおはなしコンサート」（札幌の仲間と2006年～）など、ＮＨＫ職
員として可能な範囲で活動していきたいです。
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122 東京都 あべ えみこ
絵本作家

元NHK教育TV歌のお姉さん

絵本を作り続けながら、その原画等を展示する個展を開催したり、絵本の読み聞かせと歌等を組み
合わせた「えほんのたびミニコンサート』（少人数）で、ふれあいのひと時をお届けしていきたいと思っ
ております。

123 東京都 かがや まさみ
育児セラピスト

胎教アドバイザー®

おはなし会や絵本講座・セミナーを開催し、子どもの生きる力を育てる絵本の素晴らしさと育児のノウ
ハウをお伝えしています。子どもひとりひとりの良さを認め個性を伸ばす〝比べない育児〟を心から
応援しています。

124 東京都 白尾 俊介 保育士　劇団道化師
保育士をしながら社会人劇団しています。
絵本をもとにした芝居なども思案しています
ご興味ある方は連絡ください

125 東京都 今野 美紀 葛飾区立中央図書館
未就学児・小学生への読み聞かせやおはなし会の実施。絵本の選び方や読み聞かせ指導、わらべ
うたや手遊びを交えたおはなし会の実施方法をお伝えすることができます。

126 東京都 田中 麻巳 大学図書館司書
現在「絵本」と呼ばれているかたちの絵本に加えて、絵巻物・奈良絵本・江戸時代の絵入本等をはじ
めとする「昔の絵本」の魅力をお伝えします。

127 東京都 田中 有美子 保育士
絵本を通して、子どもと子どもの身近にいる人たちの心が豊かになるような活動をしていきたいと
思っています。人形やわらべうたを取り入れた、乳幼児向けのおはなし会が得意です。

128 東京都 畑田 麻衣子 劇団文学座　
保育士免許を持つ役者です。お子様からご年配の方まで皆さんの日常生活がより豊かになるような
取り組みをしていきたいと思っております。読み聞かせや朗読はもちろん、ワークショップ、演劇の上
演致します。どうぞご相談ください。

129 神奈川県 湯阪 美智子 こどもの本のみせ　ともだち まちの絵本と児童書の専門店です。人と絵本との出会い、人と人との出会いを大切にしています。
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130 神奈川県 松田 規子
鳳書院 ブックスオオトリ

金沢シーサイド店
書店員として14年、児童書担当として10年、地域と繋がりを大切に、より多くの絵本を提供できるよう
試行錯誤の日々です。

131 神奈川県 美能 美貴子 体験型読書教室講師
乳幼児から小中学生、そして団体や企業の大人に向けても、対象や目的に合わせて読み聞かせや
絵本講座を行います。アニマシオンや絵本セラピー等の体験型ワークショップで様々な角度から絵本
の魅力に触れていただく活動が得意です。

132 神奈川県 市川 真理 児童指導員
子ども病院内学級経験と長く音楽療法実践後、現在は発達障碍児童の療育に従事しています。
其々の発達に応じた内容で、絵本での療育を実践しています。

133 神奈川県 瀬戸口 あゆみ おむすびひろば
（株）絵本ナビに勤務する傍ら、パントマイムと絵本のパフォーマンスユニット「おむすびひろば」の絵
本のおはなしお姉さんとして東京・神奈川県を中心に活動しています。

134 神奈川県 百名 朝彦 児童書出版社 児童書の出版業務全般についてのご質問にお応えします。

135 神奈川県 山下 智子 学校司書 赤ちゃんから人生の大先輩まで多くの人たちに絵本の未知なる魅力をお伝えしたいです。

136 神奈川県 髙橋 真生
学びと読書のアドバイザー

総合情報サイト AllAboutガイド

選書・紹介記事執筆・監修のほか、本棚コーディーネートや絵本講座・お悩み相談会（対面およびオ
ンライン）などを行っています。読書感想文や自由研究など、絵本や図鑑を取り入れた学習支援もお
引き受けします。

137 神奈川県 藤井 遥 ―
現在2児の子育てをしながら絵本専門士による絵本紹介HP「にこっと絵本」にて記事の執筆をしてい
ます。子どもはもちろん、大人の方まで色々な立場の方を想いながら、皆さんの生活が豊かになるよ
うな気持ちを揺さぶる絵本紹介を心がけています。
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138 神奈川県 正木 由香 横浜市鶴見図書館
赤ちゃんからお年寄りまで、絵本でにっこり楽しい時間を過ごすお手伝いができればと思っていま
す。

139 神奈川県 北 素子
NPO法人

子育て支えあいネットワーク満
乳幼児親子支援、児童発達支援事業をNPOにて運営しています。現場での体験をもとに、大人と子
どもをつなぐ絵本の魅力をお伝えしています。

140 神奈川県 髙木 清美 読み聞かせ交流会
講演会・学習会を通して、厚木市内の家庭、学校、地域において読み聞かせを行う人および関心を
持つ人に本の親しみと読み聞かせの大切さへの理解を深め、知識技能の向上、情報交換を行うこと
を目的に活動しています。

141 神奈川県 友永 知子 株式会社ワールドライブラリー
ワールドライブラリーアンバサダーとして、web上で絵本レビューの連載を担当しています。「点字つき
絵本の出版と普及を考える会」に参加しており、見える子と見えない子が一緒に楽しめる絵本のあり
方を学んでいます。

142 神奈川県 近藤 亜紀 保育士　JPIC読書アドバイザー
こどもや保護者に絵本の楽しさを伝える活動について、保育者として日々勉強・実践中です。書籍販
売経験（書店、ネット、図書館向け）も交え、年齢・発達にあわせた選書や絵本を楽しむ場づくりにつ
いてお手伝いさせていただきます。

143 神奈川県 村上 彰子 病棟保育士
絵本の中には無限の世界が広がっています。
外出に制限のあるお子さんやきょうだい児さん、ご両親へ、様々な世界をご案内します。

144 神奈川県 矢阪 亜希子 ―
地域の読書支援ボランティアや「絵本専門士による絵本まるごと研究会」「絵本・応援プロジェクト」で
活動をしています。25年の印刷業界経験から、造本（印刷・製本）の視点から見た絵本の魅力を伝え
ています。

145 神奈川県 江森 敦子
日本出版販売（株）

 図書館選書センター

出版取次会社に所属し、「図書館選書センター」という学校・公共図書館様向け選書施設の運営を行
い、コンシェルジュとして書籍（主に児童書）の選書のご提案、フェア・セミナーの企画を行っていま
す。
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146 神奈川県 上田 奈実 絵本・日本プロジェクト ―

147 神奈川県 小林 理絵 電車の運転士 絵本で子供たちに夢をお届けします

148 神奈川県 野田 英里 元NHK横浜放送局アナウンサー
幼稚園教諭を経て2007年アナウンサーに転身。保育現場やおはなし会の経験とアナウンススキルを
掛け合わせた絵本講座や、絵本関係の取材や執筆、イベントの司会をさせていただいています。
子育て支援・保育現場などさまざまな場所で、絵本を活用した企画を提案します。

149 神奈川県 ムラカミ キョウコ 学校司書 ―

150 神奈川県 植田 真澄 保育士
乳幼児向けの絵本の紹介や読み聞かせを中心に、いろいろな方と絵本の楽しさや奥深さを分かち合
いながら、お手伝いさせていただきたいと思います。

151 神奈川県 畠山 康之 保育士
保育士経験から、子どもたちの生活や活動についての絵本選び、育児相談、発達支援コーディネー
ターとして子どもたちの特性の理解に長けています。子育てに悩む保護者の方や保育士の方に絵本
を使った支援を行います。

152 神奈川県 宮本 のぞみ おはなしサンタ
絵本・紙芝居・人形ダンスシアター・ミュージックパネル・・　わくわくドキドキ、誰もが楽しめるおはなし
会をお届けします！　横浜市を中心に様々な絵本イベントを開催中。
活動詳細はこちら→おはなしサンタブログhttp://ohanasisannta.blog93.fc2.com/

153 神奈川県 大澤 妃佐子 小学校教諭
絵本を使った様々な教科の授業サポートや幼児,児童向けのワークショップ。現小学校、元幼稚園教
諭の経験を活かした職員研修、保護者、大人向けの楽しいイベントなどのお手伝いができたら嬉しい
です。湘南、神奈川県、東京などぜひお声かけください。
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154 神奈川県 乙坂 朋子 総括学校司書 ―

155 神奈川県 木原 愛 ―
公立幼稚園で18年勤務。現在、未就園児親子に読み聞かせ等を行っています。特別支援教育に携
わった経験や防災士の資格なども生かしながら、絵本を通して楽しい時間をつくっていきたい。

156 神奈川県 近藤 普子
学校司書

JPIC読書アドバイザー

小学校で学校司書、公共図書館でおはなしボランティアをしています。
日頃、自身が学校司書として行っている小学生向けの読書推進活動についてお話しします。
家庭や学校での読み聞かせ、ブックトークをしてみたい方のお手伝いが出来たらと思います。

157 神奈川県 咲間 美聡 中井町役場・学校司書

足柄上郡中井町で学校司書として勤務しています。
赤ちゃんからの読書活動として絵本の魅力を伝える活動を行っております。
認定絵本士の方がさらに学びを深めることのできる絵本専門士とのコミュニティを構想しています。お
気軽にご相談ください。

158 新潟県 田村 いづみ 柏崎えほん亭
主として大人に絵本を広める活動をしています。読み聞かせや朗読の指導、またお話し会や絵本セ
ラピー、朗読会を主催。幼、保、小中学校等でのお話し会の指導、開催。読み聞かせボランティアの
方々の指導もしています。

159 新潟県 大平 光代 絵本の家「ゆきぼうし」
「自然と子どもと絵本」をテーマにした任意団体でボランティア活動を２０年余りしています。お話会、
わらべうたあそび、森でのネーチャーゲーム、あそび等、企画、実施をして自らも楽しんでいます。

160 新潟県 渡辺 麻美 柏崎えほん亭 お話し会や知識習得の講座など、赤ちゃんから高齢者まで絵本の楽しさを伝える活動をしています。

161 新潟県 朝日 仁美 絵本でSDGｓ推進協会/学校司書
全国で「地域やその目的に合わせた選書」でＳＤＧｓを知るきっかけを作り、そこから展示や読書会・
ＷＳ等を行います。また学校図書館での絵本の活用について日々考えています。
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162 新潟県 岡田 真弓 保育教諭 絵本とおもちゃを通して子どもたちの豊かな育ちを手助けしていきたいと思い活動しています。

163 新潟県 岩崎 瞳 保育士
現役保育士、一児のママとしての体験・経験をふまえながら親子向け、子ども向け、保育士向け、子
育てしている方向けに絵本の楽しみ方(読み聞かせ・ワークショップ・選書の仕方など)を提案します。

164 新潟県 中村 知子 フリーアナウンサー
学校や美術館などでの読み聞かせボランティア、主宰する子育てサロン「えほんでウフフ♪」の運営
を行っています。公民館などから、ゆりかご学級や幼児期家庭教育学級の講師依頼を受け、絵本講
座も担当しています。

165 新潟県 木村 佳子 幼稚園教諭 ―

166 新潟県 松坂 明美 フリーアナウンサー
赤ちゃんから高齢者まで、幅広い世代を対象にしたおはなし会やイベント等を実施し、絵本の力を伝
えていきます。また、アナウンス技術を取り入れた絵本の読み方、朗読講座が出来ます。

167 新潟県 松﨑 祐太 小学校教員
「教室に絵本を」「授業に絵本を」を合言葉に、子どもたちと絵本を楽しんだり、絵本を通した学習活
動を考えたりしています。絵本を身近に感じながら、子どもたちの学びと育ちを一緒に支えていきま
しょう。

168 富山県 中川 美穂 南砺市立図書館
子どもにも大人にも楽しい絵本の魅力をお伝えしようと、絵本や読み聞かせの講座を主にしていま
す。

169 富山県 西 小百合 射水市大島絵本館
国内外の絵本約1万冊が自由に読めるライブラリーや絵本原画展を常時開催しているギャラリーなど
を備えた施設のスタッフです。絵本の紹介、絵本づくり、読み聞かせなど、様々な観点からあらゆる
世代に応じた絵本の楽しみ方をご提案します。



2022/7/22現在

在住の都道府県 氏名 所属団体名または職業 コメント

170 富山県 大森 よう子 高志の国文学館
文学館でお話し会をしています。「絵本は子どもがはじめて出会う文学」です。文学の源流となる楽し
さを伝えます。宮沢賢治や谷川俊太郎の読み語り会他、防災、赤ちゃんっから幅広い年代へのお話
し会など。

171 富山県 宮﨑 由佳 富山市立図書館
司書として、赤ちゃんからお年寄りまで年代やニーズに応じて、絵本を中心に幅広く読書に関する相
談をお受けいたします。

172 富山県 古澤 良子 立山子育て支援センター
0歳児から未就学時までのお話会を毎週木曜日しています。
小学校１年生から６年生までのお話会を毎週水曜日しています。
不定期に図書館、学童などでもお話会してます。

173 石川県 福田 はるか 学校司書
小・中学校司書の経験をもとに、おはなし会、展示、学習での絵本の活用についての提案と支援を行
うことができます。ヤングアダルト層や大人の方にも絵本の楽しさを伝えたいです。

174 石川県 あかいけ えりこ
いしかわ絵本専門士の会

とらいあんぐる

絵本でコミュニケーション！
お子さんには一緒に楽しむ体験、大人には一緒に笑ったり泣いたりする共感を。
よみきかせ、絵本紹介、絵本会のファシリテーター、大人向けイベントなど企画・実施します。

175 石川県 浜田 薫 学校司書
小学校司書や、小学校や公立図書館での読み聞かせボランティアの経験から、「読み聞かせ」「ブッ
クトーク」「おはなし会」「絵本についてのお話」などををさせて頂きます。お気軽にお声掛けください。

176 福井県 山下 英子 ― 赤ちゃんから、高齢者まで、絵本の読み聞かせ、朗読させて頂きます

177 山梨県 望月 妙子 自営
年少者だけでなく、さまざまな世代の読者にとって愛読書となるような絵本を見つけるお手伝いがで
きます。
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178 山梨県 長澤 麻理 図書館司書
学校図書館司書・公共図書館司書としての経験を踏まえ、絵本の選書・紹介、おはなし会やブック
トーク、読み聞かせ講座等を行っています。

179 長野県 井出 明子
NPO法人本途人舎
（市立小諸図書館）

絵本の読み聞かせについて、読み方や選書のポイント、長く読み継がれた絵本の良さについてのお
話しや、場面に合った絵本の紹介ができます。
絵本を通してたくさんの方と繋がれたらと思っています。

180 長野県 谷口 和恵 本と子どもの発達を考える会
病児、障害児への読み聞かせ他、2019年度以降はSDGsについて絵本を用いて紹介する講座を
SDGs認定エデュケーターとして行っています。また語り手として30年以上小学校や大人の方のため
におはなし会を開催しています。

181 長野県 塚田 千代 おはなしの会（坂城町） ―

182 長野県 北原 まり 塩尻市立図書館 絵本の選書・紹介やおはなし会の企画・運営、読み聞かせ講座などを行っています。

183 長野県 清水 美奈子 たんぽぽの会
絵本を取り入れた子育て講座を実施しています。子どもの成長過程に合わせた保育者の対応や読
み合う絵本の紹介を、看護師の知識を取り入れながらお話ししています。子育て中の父母、祖父母、
保育士など対象

184 長野県 斉藤 孝枝 浅科こどもの本の会
小学校での読み聞かせの選書のお手伝い、お話会の企画、実施、大人向け絵本の選書と紹介な
ど、絵本の魅力を伝えていく活動を致します。

185 長野県 豊嶋 さおり
本と子どもの発達を考える会

JPIC読書アドバイザー

図書館・学校・保育園・こども病院 等でのおはなし会、各種講座や高校・短大の講師など年間200回
をこえる実践活動を展開。絵本、わらべうた、ワークショップ、大人の音読 etc… 多彩な時間を提供し
ます。
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186 長野県 棟田 聖子 松川村図書館
小中学校図書館・公共図書館司書としての経験を踏まえ、児童・保護者向けの実践や講座をお受け
できます。

187 長野県 中村 聖徳 株式会社バリューブックス
古本の買取販売を中心とする企業で、保育園・小学校などなどいろんな場所へ古本の寄贈を行って
います。本に触れるきっかけになれば嬉しいです。
一緒に絵本を楽しみましょう！

188 長野県 藤森 由紀子 下諏訪おはなしのへや
地域で、読み聞かせを主とした活動をしております。子どもから大人まで幅広い世代に絵本の魅力を
伝えます。おはなし会の企画の立案、開催への助言。また、様々な場所での読み聞かせ・選書のお
手伝いをさせていただきます。

189 長野県 矢澤 亜哉 伊那市学童クラブ支援員
子どもから大人へ絵本を通じ本を読む楽しさのきっかけ作りを目的に子どもへの読み聞かせ、遊び
での活用、地域の図書館へ絵本紹介等を行っています。様々な絵本をたくさんの方と共有していきた
いと思っています。

190 岐阜県 近藤 昌子 中学校非常勤講師

絵本専門士　第1期生　近藤昌子です。
絵本は、魔法のハートの薬です。年齢を問わず、誰にでも服用出来ます。この魔法の薬をたくさんの
人に手渡して、少しでも癒されて優しい気持ちになってもらえればと願います。どこへでもどなたにも
このハートのお薬をお持ちします。いつでも声かけてくださいね。

191 岐阜県 森岡 由紀子 のら司書
元書店員・司書・学校司書で現在はフリー「のら司書」として活動。絵本を含めた児童書や一般書の、
より良き橋渡し役につとめたいと願っています。赤ちゃんからお年寄りまで対応のブックトーク、読書
会などもしています。

192 岐阜県 木下 慎一朗 みんなの学び舎ことのは 新しい学びの在り方と言葉が育つ豊かな言語環境を提供すべく活動しております。

193 岐阜県 藤野 良孝 朝日大学　教授
オノマトペ（擬音語・擬態語）を研究している藤野です。私の読み聞かせはオノマトペのリズム♪で子
どもの想像力を高め興味を広げます。みんなをにこにこ笑顔に！もりもり元気に！します。
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194 静岡県 勝又 弓子 絵本専門士しずおか
学校や公共図書館で絵本の読み聞かせ・ブックトーク・アニマシオンなどを行っています。おはなし会
の企画実践、絵本勉強会の支援など、子どもと絵本をつなぐお手伝いができます。

195 静岡県 小野 則子 焼津市学校教育課
多言語多文化社会に対応できる絵本専門士を目指しています。母語を尊重した多言語によるお話会
のお手伝いができます。

196 静岡県 早瀬 理恵 富士市学校司書
学校司書・JPIC読書アドバイザーとして、絵本を使った活動（読み聞かせ、ブックトーク、テーマに合
わせた選書等）と、絵本の魅力や楽しみ方、様々な場面での絵本の活用方法を提案する活動をおこ
ないます。

197 静岡県 隈部 仁美 保育士
赤ちゃんからご高齢の方まで読み聞かせや朗読を通して絵本で笑ってみませんか？癒やされてみま
せんか？泣くのだってありです。一緒に絵本の世界で喜怒哀楽を感じましょう。

198 静岡県 内藤 亜記子 学校司書
絵本の魅力を子ども、子どもを取り巻くすべての大人たちに伝えていき、誰もが夢を持ち実現のため
に「育ち合い」ができる地域づくりに貢献したいです。

199 愛知県 谷口 晶子 学校司書
学校司書の経験を基に絵本の選書や読み聞かせについてのご相談に応じます。様々な場所で皆様
と一緒に取り組みたいと思っています。

200 愛知県 箭野 由貴子 公務員
図書館や絵本についてなじみの薄い地域の方に理解を広める講演や
アドバイスをします。

201 愛知県 児玉 悠希 ―
療育に携わりながら、日々絵本の読み聞かせをしています。絵本を通して、子どもたちの世界が豊か
に広がり、家庭や療育・保育の現場で楽しく心のやりとりができるよう、絵本選びや読み聞かせ等に
ついて一緒に考えていきたいと思います。
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202 愛知県 倉家 南美 幼稚園教諭
保育現場では子どもたちの発達や興味に応じた絵本を用いて、製作や遊び、食育活動などに発展さ
せ、日々子どもたちと絵本を楽しんでいます。絵本を取り入れた保育実践の提案や絵本の読み聞か
せ、子どもの実態に合わせた選書のお手伝いができたら嬉しいです。

203 愛知県 宮沢 桃子 アナウンサー
愛知県と東京都内の２拠点で、おはなし会や絵本選びのお手伝い、読み聞かせのアドバイスなどを
行っております。絵本に関する執筆や、様々なご相談に応じる「絵本のコンシェルジュ」として活動し
ていきたいと考えております。お気軽にお問い合わせくださいませ。

204 愛知県 前澤 恵 図書館司書
学校・公共図書館に勤務した経験をもとに、赤ちゃんから小学生まで年齢に応じたお話会の選書や
プログラム、ワークショップの開催など子どもと本をつなぐお手伝いをさせていただきます。

205 愛知県 村田 康常 名古屋柳城女子大学
大人が絵本を学び、子どもが絵本を楽しむ「絵本サロン」や講演を企画・実施しています。子どもの感
性で絵本の世界を冒険しながら、絵本の深い哲学に触れ、絵本の魅力を語りあう時間を一緒につ
くっていきたいと願っています。

206 愛知県 佐藤 幸子 保健師
保健師、家庭教育カウンセラーです。妊娠中や子育て中のパパママに絵本の素晴らしさを伝え、子
育てに絵本を！そしてパパママ(大人)にも絵本を！育児・健康相談も交えながら、一緒に楽しい時間
を過ごしたいと思います。

207 三重県 片岡 法子 学校司書
絵本とともにパネルシアターやエプロンシアターを使用したお話会や保護者を対象とした絵本の読み
聞かせを交えながらのブックトーク形式での講座などを通して、絵本の楽しさを伝えたいと考えていま
す。

208 三重県 坂田 佳美 保育士
40年近く保育士として子どもたちと一緒に絵本の世界を楽しんできました。その経験と絵本専門士と
しての学びを少しでも多くの方と共有できたら嬉しいです。三重県中心に全国へと願っています。

209 滋賀県 玉置 理香
（株）十字屋所属音楽講師

幼稚園教諭
教育機関・福祉施設等へ、音楽効果をつけた読み聞かせ、絵本を表現活動（リトミック・療法）に展開
したプログラムをお届けしています。保育現場に即した絵本の講座も可能です。
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210 滋賀県 川北 典子 大谷大学
絵本や児童文学、紙芝居、人形劇、玩具…子どもとおとな、子どもと子ども、人と人とを結ぶ児童文
化財、そして、遊び場や児童図書館、児童博物館など、子どもの文化的環境すべてに関心をもって
います。

211 滋賀県 国本 清美 図書館司書(公共) 大人に絵本の魅力を伝えることで，読み聞かせをする大人を増やしていきたいと思っています。

281 京都府 洞本 昌哉 絵本カフェMébaé （めばえ）
絵本カフェにてお話しを伺いながら絵本選びのお手伝いをさせて頂きます。講演会等もご相談くださ
い。

282 京都府 西村 惠里香 宇治市東宇治図書館
絵本のレファレンスができます。また、０歳～小学校低学年・高齢者向け対象のおはなし会が構成か
ら出演までできます。保護者・先生対象の絵本講座も可能です。

283 京都府 下伊豆 かおり 絵本サークルきいろいばけつ
子どもたちをはじめ、様々な世代と絵本を繋ぐ活動をしています。読み聞かせやおはなし会などを通
して、絵本の楽しさ、面白さ、素晴らしさを体験する機会をサポートします。自分自身にとって「大切な
１冊」を一緒に見つけませんか？

284 京都府 白瀬 浩司 大阪成蹊短期大学
大人の視点で（文字情報・絵画情報から）絵本を読み解き、楽しむという講座やワークショップに取り
組んでいます。

285 京都府 鳥山 由紀 ―
図書館・大学・子育て支援施設等での講師、新聞や各種機関紙等への執筆、大人向け絵本イベント
や箏と絵本のコラボユニット（ことえほん）によるイベント主催等。
０歳～一生楽しめる絵本との世界を伝えるための活動を行う。

286 京都府 村田 純子
JPIC読書アドバイザー

絵本セラピスト
小学校教員

読み聞かせや絵本を介しての対話・ブッククラブ等を通して、人と人、人と絵本をつなぐお手伝いをさ
せていただけたらと思います。
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287 京都府 森武 紀明 書店経営（山城書店）
【未来の読者を育てたい】 お子様から大人まで読書の応援をいたします。絵本の選書など、ご相談く
ださい。

288 京都府 糸井 文彦 小学校教員
小学校の低学年から高学年への読み聞かせはもちろんのこと、先生方へのご提案、支援を致しま
す。保護者様、地域の方への絵本講座も承ります。自らも絵本を出版しています。

212 大阪府 半井 美和
小規模保育園

JPIC読書アドバイザー

絵本と子ども達をつなげる活動＆保育士を20年以上続けています。書店や子育て支援の場、支援学
校でのお話会も続けています。子ども達の心が抱きしめられる時間をと願いながら、わらべ歌や小道
具も時には組み込み、3歳未満の子ども達への絵本の選書にも力を入れています。

213 大阪府 山本 弥栄子 大学教員
保育園や幼稚園の子どもたちの発達に合わせた絵本の選書や保育活動への絵本の活用について
研究しています。

214 大阪府 家近 伊作 図書館司書（公共） 永年の図書館司書の経験を活かして、絵本の基礎的なことをお伝え出来ればと考えています。

215 大阪府 加藤 智子 大学図書館司書
絵本からのメッセージは大人にこそ響くものがあります。選書や本の紹介を通して伝えていきたいで
す。

216 大阪府 川畑 明美
講座講師、フリー読み語り

司書教諭、保育士

保育士、幼稚園、小学校教諭、司書や図書ボランティアなどを対象とした絵本講座の講師を務めて
います。読み聞かせについては、司書教諭として沢山の子ども達と授業の中で積み重ねた経験と、
アナウンサーに師事し、絵本ライブや舞台出演による朗読の経験を活かしたお話し会の実施と、選
書や読み聞かせについてのアドバイスが出来ます。言葉を大切にした、心に響く読み聞かせを目指
しています。

217 大阪府 榊 法子 おはなしてぶくろ
子育て中の文庫活動や小学校教師時代を通して、子どもたちと絵本や物語を
楽しんできました。その絵本や物語をご紹介し、読み合って、皆さまの大切な一冊と出会えるお手伝
いが出来たらと活動しています。
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218 大阪府 德永 加代 大学教員

読み聞かせ、おはなし会を通して絵本の魅力を伝えます。教員・ボランティア研修において、選書、わ
らべ歌・手遊びを取り入れたプログラムの構成、絵本作りなど、絵本に関するワークショップが可能で
す。

219 大阪府 野村 富貴子
公共図書館司書

JPIC読書アドバイザー
絵本講師・絵本セラピスト

公共図書館司書、児童サービス担当。図書館現場を含めた幅広い経験と絵本の研究を糧に、乳幼
児からお年寄りまで年齢に応じたおはなし会、絵本講座、読み聞かせ講座、ブックトーク、イベント、
講演等の実施を通し、心に寄り添い人と本の架け橋になります。

220 大阪府 村西 利恵 アナウンサー ―

221 大阪府 清水 敦子 JPIC読書アドバイザー
幼稚園教諭を経て児童書出版社にて保育絵本アドバイザーとして約14年間活動。幼保こども園での
読み聞かせ及び、保育者、未就園児親子向け、保護者様や高齢者等に向けた絵本講座、ワーク
ショップ等絵本を真ん中に、絵本との一期一会を大切にしております。

222 大阪府 杉本 孝美
PicCoro

〜絵本とこどものお部屋〜

日本語とは距離の遠い言語である英語の絵本の読み聞かせを通して言語感覚を磨けるような活動
をしています。絵本を通して未来を担うこどもたちも大人も共に豊かな人生をおくれることを願ってい
ます。

223 大阪府 鄭 平陽 遥学園　児童指導員 ―

224 大阪府 坂本 ゆかり
えほんおはなし会ピッコリーノ

図書館司書

読み聞かせ歴20年超。図書館で手遊びや歌も交えた「絵本であそぼ♪」おはなし会を定期開催。書
店、百貨店、高齢者施設でのおはなし会経験あり。五感に響く絵本を大切にしています。思春期以上
向け大人の絵本も紹介できます。

225 大阪府 樋口 智子 学校司書
公共図書館や学校図書館、おはなしボランティアの活動等の経験を基に、読み聞かせや絵本の選
び方を通して絵本の魅力をお伝えいたします。
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226 大阪府 堀 明日香 図書館員
たくさんの人と寄り添って繋がりを大切にして絵本を伝えていける存在になりたいです。
いつでもお声かけお願いします

227 大阪府 三宅 和恵 司書（高校）　絵本講師
【絵本×高校生】多感な高校生ならではの感性で、「絵本と出会い　絵本を読んで　絵本を広げ　絵
本でつなぐ」活動を展開します。「絵本には、人生に必要なことがすべて書かれている」ことを伝えた
いです。

228 大阪府 谷津 いくこ ―
大人向けに洋書絵本の紹介文を書いています。また、小さい子どもさん向けに英語の絵本の読み聞
かせ、一緒に声を出して読むリード・アラウドを行います。

229 兵庫県 天野 史子 英語講師
図書館などでの英語おはなし会で子どもたちに英語絵本の読み聞かせの活動をしています。大人対
象に原書と翻訳絵本の表現の違いのおもしろさも含め絵本の魅力を伝える講座や絵本を楽しむ会を
開いています。

230 兵庫県 石坂 律子 子育て支援拠点スタッフ
出版社、図書館、県立高校非常勤教員（絵本の授業）の勤務経験あり。子育て支援の場で仕事をし
ながら、保護者向けの絵本のおはなし（講演）、おはなしボランティア養成など、ご要望に沿って承っ
ております。

231 兵庫県 森本 かえで 関西医療大学
作業療法士として、精神病院・就労移行支援事業所や特別支援教育の分野において絵本を活用し
た活動やリハビリテーションを行っています。また作業療法士養成大学において、死生学の分野で絵
本を活用しています。

232 兵庫県 松本 淳子
JPIC読書アドバイザークラブ

元小学校長 司書教諭

小学校担任として絵本で学級経営をする等、読み聞かせで多くの子ども達と関わってきました。その
経験を基に、研修やセミナー等で絵本の魅力を伝え、絵本の楽しさを味わって頂けるような時間を皆
さんと共有したいと考えています。子育てや絵本に関する講演など、本が大好きな子どもを育てる読
書活動推進に繋がることなら何でもお声掛けください。

233 兵庫県 谷口 文子 学校司書 ―
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234 奈良県 藤戸 輝子
子育て支援・子ども文庫
学校図書等ボランティア

赤ちゃんの時から親子で絵本を楽しむことができ、小学生になっても読書で広がる世界を楽しめる子
どもになってほしい思っています。乳児から大人まで、絵本の魅力を感じてもらえることを願って活動
しています。

235 奈良県 大江 美保子 絵本セラピスト協会

奈良県在住です。仕事場である学童保育所や、読み聞かせボランティア『ぐるぐるぐるんぱ』の一員と
して大阪枚方市立図書館で月に２回、絵本を届けています。　カウンセラーの資格を活かして、神戸
にある啓明学院で絵本講師として高校生に、また絵本セラピストとして大人の人に絵本を届けていま
す。　昨年より、『絵本を囲んでがん体験者のおしゃべり会』を２ヶ月に一度、オンラインで開催してい
ます。絵本のさらなる可能性を求めて行きたいと思っています。

236 奈良県 木口 啓子 英語講師・幼稚園絵本講師
今年から、インターナショナルプリスクールで絵本の読み聞かせや、絵本講師の仕事もすることにな
りました。幼児や保護者に向けて絵本の選書や絵本を使っての育児についても講義をする予定で
す。地域での読書活動にも参加の予定です。

237 和歌山県 大野 ひとみ ―
食育のためのオリジナル絵本作りや関連する絵本の紹介をしています。今後は、絵本と子育てにつ
いての勉強会や読み聞かせの会などのお手伝いをしていきたいなと思っています。

238 和歌山県 遠藤 美穂子 保育士
特に就園前の子どもさんを一人で子育て中のママやこれからママになる人達の集まる場を作り、お
母さん自身に絵本を楽しんでもらい、絵本をパートナーにする事で子育てを助けられ、楽しくなり、絵
本の時間が宝物となることを伝えていきたいです。

239 和歌山県 西村 聡子
家庭教育支援チーム員

絵本講師
乳幼児から大人の方にも楽しんでいただける絵本の読み聞かせ、本の紹介をしています。絵本で子
育て支援・応援を行っています。

240 鳥取県 細澤 律子
おはなしピコの会

ＳＡＮ－ＩＮ絵本専門士ぎんがぎが
学校図書館司書として20年間勤務した経験を活かし、読み聞かせやお話会などに使用する絵本の
選書、お話会の組立、手遊びや小物を使ったお話など紹介できます。

241 鳥取県 内田 大樹
保育士

日本スポーツ協会公認
ジュニアスポーツ指導員

子ども向け、親子向け、大人向け各種おはなし会。保育士向け、保護者向けなど研修会。
運動×絵本おはなし会も実施しております。
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242 島根県 鎌田 由美
しまね子どもの読書等推進の会

浜田支部
学校司書

親子読書へのアドバイスや、さまざまな年代の方への読み聞かせと、お話し会イベントの企画を行い
ます。

243 島根県 金築 良枝 保育士
日常的に子どもと絵本を楽しむ保育士の立場から、発達段階や子どもの実態に即した選書のアドバ
イスができます。乳幼児（012歳）向けのおはなし会を開催し、赤ちゃんとお母さんが、絵本の読み聞
かせを通してもっと仲良くなれるようなお手伝いをしています。

244 岡山県 石原 恵以子 岡山市立図書館
すべての年代の方を対象に、様々なニーズに合わせて絵本を紹介します。「おはなし会」「ワーク
ショップ」など、絵本に関わる事業を企画・実施します。読書活動に関することについて、指導・助言
ができます。

245 岡山県 佐溝 美和子 おはなしや
山根基世の朗読指導者養成講座4期修了。
親子のための朗読会や大人向け絵本講座、読み聞かせボランティアステップアップ講座等、気軽に
お声がけください♪

246 岡山県 都築 照代 絵本専門店「つづきの絵本屋」
全国各地で「読み聞かせ講習会」「絵本講座」の講師を務める。「独立行政法人 国立青少年教育振
興機構【絵本専門士養成講座】」担当講師。また、絵本選書・ブックトーク・書評など、活動は多岐に
わたる。

247 岡山県 中村 史恵 保育士
“すべての親と子に、絵本の美しさ・心地よさを伝える”を目標に、乳幼児との絵本の読み合いと子育
て世代の親への講座をしています。子どもに読む前に、絵本大好き！な親を増やしていきたいです。

248 広島県 石井 百恵 会社員
絵本の読み聞かせや、子育ての活用法など、元アナウンサー経験や2児の母として知っていることを
お伝えして、子育てに生かしてもらえたらと活動。絵本は子供だけでなく、大人にもとてもいいものだ
と思っています。

249 山口県 佐伯 弘子 萩市立萩図書館
おはなし会やワークショップなど、絵本に関わる行事の実施やアドバイスなどを行います。ＪＰＩＣ読書
アドバイザー、保育士の資格などを持っているので乳幼児への細やかな読書アドバイスも可能です。



2022/7/22現在

在住の都道府県 氏名 所属団体名または職業 コメント

250 山口県 黒田 法子
絵本のじかん「ろばのこ」
元保育士　幼稚園教諭

人生のどんなステージにも絵本のある暮らしが実感できますように、おはなし会や読みあいを通して
活動しています。

251 徳島県 橋村 百恵
美波町日和佐図書・資料館  博物
館学芸員・社会教育士・絵本講師

司書・図書館長の経験を生かした「絵本」や「読書」「図書館」などに関する講座・研修等を行います。
選書・読書相談なども幼児期から高齢期まで幅広く対応しています。また『絵本×社会教育士』とし
て、生涯学習や人づくり・つながりづくりの観点から絵本と地域を結びつける活動も行っています。お
気軽にお声かけください。

252 徳島県 湯地 由美 大学教員
絵本を織り交ぜた子育てや保育に関する講演などを行います。また日程の条件が合えば、「認定絵
本士」の資格を取得した学生のボランティア派遣（絵本の読み語り・おはなし会・ワークショップなど）
も可能です。

253 徳島県 廣澤 貴理子 徳島市立図書館
本と人を結ぶ「読書のアニマシオン」を軸に幅広い年齢層へ絵本の魅力、可能性を伝えています。学
校図書館、公共図書館勤務の経験を活かし、研修会や講座等も行っています。アニマシオンの本を
共著で執筆しており、絵本の世界を共に楽しみ、心の潤いと笑顔が広がることを大切にしています。

254 香川県 藤原 まゆみ
香川短期大学

どんぐりお話の会代表

子ども（ジュニア）や大人（シニア）の読み聞かせボランティア養成講座をはじめ、対象者に応じた読
み聞かせ講座を実施しています。また、絵本というメディアの魅力を様々な角度から愉しむ絵本講座
も行っています。

255 香川県 轟 あさ子 図書館司書
絵本・ストーリーテリング・わらべうた・詩など、声・言葉・物語を届けるおはなし会やブックトーク、それ
らの魅力を伝える大人対象の講座、おはなし会で使う素朴な人形製作のワークショップを行っていま
す。

256 香川県 蔵本 孝代 学校司書
よみきかせからひとりよみの移行期にある子どもと保護者を支援します。とくに幼年文学についてご
紹介できます。

257 香川県 鼻 正朝 地方公務員
Share books「絵本を通して幸せな時間と空間を共有する、そして自分自身を分かち合う」
という哲学を大切に、絵本のことなら何でも対応できる絵本専門士を目指しています。
読み聞かせ・絵本講座、選書、絵本に関する質問等、何でも受付けます。
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258 愛媛県 菅 弥和乃 学校司書・JPIC読書アドバイザー
プレママから、乳幼児、小・中学生、高校生や大学生、読み聞かせボランティアや一般の大人の方な
ど、対象者に応じた講座やワークショップ・おはなし会を長年の経験を活かして実施いたします。ご相
談ください。

259 愛媛県 田中 智子 ―
乳幼児から大人まで、幅広い年齢層に向けての絵本の紹介、親子クラブ等での絵本の活用法、大人
も絵本でリフレッシュできるようなプログラム作成が可能です。

260 愛媛県 渡部 愛
子どもの読書を支援する

「LAひと」

絵本を読んでワクワクしたら、もっと広げて、創って、遊んでみませんか？絵本に関連した遊びを提
案します。おはなし会をはじめ、赤ちゃん＆保護者向けの講座の他、ブックトーク・アニマシオン等、
読書活動支援も行います。

261 愛媛県 阪東 展 松前町ふるさとライブラリー
「絵本の住所録をもつ専門士」として、絵本選びのお手伝いをいたします。また、赤ちゃんへの読み聞
かせ講座、幼児への読み聞かせ講座など様々な絵本講座を開催。三児の子育て経験を活かした講
座内容を特徴としています。

262 愛媛県 市川 麗子 おはなし会ポケット
四国のまんなかで、小さな図書館と地元学童クラブで、おはなし会を20年以上続けています。詩やこ
とばあそびを多く取り入れています。ことばのシャワー、きらきらシャワーで、みなさんを元気にしてい
きます。

263 高知県 弘田 惠子
子育ちひろっぱ “めぐみ”主宰

JPIC読書アドバイザー
絵本講師

助産師、保育士として、絵本を使っての子育て講座や、妊娠・出産・性教育・健康等の教室を開催し
ます。地域では、お年寄りが中心になって“絵本の読みあい”や“お話し”を行う、「心とからだの世代
間交流会」を始めます。

264 高知県 横田 潤子
司書

おはなしの会なんじゃもんじゃ
JPIC読書アドバイザー

乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象に絵本の紹介や読み聞かせ・おはなし会・ワークショッ
プを企画・実施します。絵本子育てや小中学校・高等専門学校司書経験あり、地域の子育てや読書
活動を支援します。

265 福岡県 尾場瀬 淳美
JPIC読書アドバイザー

おはなしアリス
おはなし会の実施や読書活動に関すること全般のアドバイス（読み聞かせ・わらべうた・ストーリーテ
リング・ブックトークなど）
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266 福岡県 柴田 香 会社員
NPOふくおか子どものこころサポート研究所所属。九州エリアを拠点に認定絵本士養成講座をはじ
めとする各種講座を担当しています。赤ちゃん絵本に特化した活動も継続しています。

267 福岡県 二田水 ゆかり 学校司書
乳幼児から高齢者まで、絵本を介して読書を楽しむことのお手伝いをします。絵本の読み方楽しみ方
の講座をいたします。

268 福岡県 花田 雅子 おはなしの木
乳幼児から高齢者まで様々な年代の方に向けたおはなし会や子育て世代向けの講座、ボランティア
向けの講座、保育者向けの講座、研修会などを行っています。絵本の楽しさ、奥深さを伝える活動を
続けています。

269 福岡県 安元 佐和
福岡大学　小児科医師

こどもの村JAPAN
絵本を介した愛着形成（アタッチメント）をテーマに、子どもとおとなのこころの発達について、小児科
医の経験を生かしたワークショップや学校や職場研修、子育て支援で活動しています。

270 福岡県 山本 華子
学校生活支援員（小学校）

保育士

小中学校や公民館などで、幅広い世代を対象にしたおはなし会や絵本講座、研修などの活動をして
います。アナウンサー、保育士、４人の子育ての経験を生かし、多くの方に絵本の力を届けたいと
思っています。

271 福岡県 吉岡 林子
福岡県絵本コンシェルジュ

司書

０歳から大人まで、対象に応じたおはなし会や、「赤ちゃんと絵本・わらべうた」「発達段階に応じた絵
本の読み聞かせ・絵本の選び方」「大人が楽しむ絵本の世界」など、絵本に関する講座やイベントを
お受けできます。

272 佐賀県 松尾 准子 兵庫小学校お話し会 ―

273 長崎県 大道 智子 図書館司書
年齢や要望に応じておはなし会や絵本の選書ができます。読み聞かせや絵本などについてのアドバ
イスや講座もボランティアや保護者向けに行っています。
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274 長崎県 戎 佐知子 小学校教諭
勤務先の小学校で授業のすきま時間や昼休みに読み聞かせを実施しています。月に1度、公立図書
館で幼児向けのお話会を行うグループにも所属してます。子どもと絵本を楽しむ時間を大切にしたい
と思っています。

275 長崎県 小袋 朋美 大学非常勤講師

赤ちゃんから高齢者まで、対象に合わせた絵本その他をセレクトしてのおはなし会の実演及びアドバ
イス等致します。
また、絵本を使用して自らの心をみつめる絵本セラピーも行っております。
お気軽にお問合せください。

276 長崎県 渡邊 明日香 小学校教諭
子どもとコミュニケーションを取りたい時、授業でもっと子どもたちの学びを深めたい時、様々な場面
で絵本を取り入れています。今後も一人一人の子どもや大人に寄り添った絵本を届けていきたいと
思っています。

277 熊本県 夜川 けんたろう 絵本工房デザイン室

絵本や紙芝居の手作り講座から朗読コンサートなど、絵本をもっと深く積極的に楽しむための絵本
ワークショップをしています。
また、絵本出版の編集からデザインなど読む側だけでなく創り手のためのフォローをするために初心
者に向けた絵本塾を開講しています。

278 熊本県 ながしお わか 図書館司書

私にとって絵本は幸せの記憶。

今を生きる力に繋がる土台となり、様々な方々との出会いによりさらに上書きされているように感じて
います。

279 宮崎県 佐藤 由紀枝 宮崎学園短期大学
読み聞かせや講演、講座（選書・修理など）賜ります。短大では児童サービスやレファレンス等につい
て教えています。
また未就学児と小学生の母でもある為、子育て中の方々の心に寄り添った活動を行っています。

280 宮崎県 比江島 かな子 学校司書
小学校、中学校、公共図書館での勤務経験があります。５人の子供の子育て中には幼稚園、小学
校、中学校の読み聞かせボランティアもしていました。豊富な経験を活かした読み聞かせやお話会、
絵本講座などが可能です。

289 鹿児島県 笠野 恵子 大学教員
講義では、絵本の効能等、実技では主に手遊び歌や読み聞かせなどを中心に行っています。よろし
くお願いします。
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290 鹿児島県 西元 道子
幼稚園管理職

大学非常勤講師

幼児から小中高校生、大学生、高齢者まで世代に合わせたおはなし会の実施のほか、幼稚園・保育
所・認定こども園・学校の先生方などを対象に、絵本の魅力と保育・教育の場における絵本の選書や
取り扱い、児童文化財の活用などについて講演および実技講習を行うことができます。

291 鹿児島県 有馬 梢 書店・司書 お話を伺いながら選書のお手伝いをさせていただければと思います。

293 沖縄県 森島 幸代 シークァーサーの会
学校での読み聞かせの仕方、学校での読み聞かせ活動の相談も可能です。
アジア特に韓国の絵本、台湾の絵本について話しもできます。
育児に絵本の活用のアイデアも持っています。絵本で笑顔にできたらと思います。

294 沖縄県 松浦 佑司
webディレクター、ライター

絵本棚デザイナー

絵本を知るのって｢散歩楽しむこと｣と似ています。
知れば知るほど、見れば見るほど通り過ぎていた日常が面白くなるんですよ。
一緒に面白い事しませんか？

295 沖縄県 上地 美智代 沖縄市立図書館　司書
公共図書館司書として子どもや、保育に関わる方々へ絵本の橋渡しをしています。お話会や絵本講
座を開催し、絵本の魅力や、絵本を活用して豊かな時間を過ごす方法を伝えます。赤ちゃんから高
齢者まで「絵本の読みあ い」を通して心の交流を深め、しあわせな時間を共有しましょう!

296 沖縄県 上原 明子 沖縄キリスト教短期大学
絵本とセンスオブワンダーをテーマにした「HOPE絵本プロジェクト」を展開しています。ゆりあげ貝
ノート絵本作り、絵本のアニマシオン、ブックトーク、絵本の読みあい、群読を一緒に楽しみましょう。


