
［データ３］　子どもの読書活動の推進に関わる団体及び個人

（１）　家庭・地域文庫

1 旭ヶ丘文庫
仙台市
青葉区

022-273-9753
一時休止中（バタフラ
イガーデンは活動中）

有
「あそぼう広場」として開催。文庫活動はその１つ。
子どもの作ったバタフライガーデンもある。

2 こひつじ文庫
仙台市
青葉区

022-301-1665 毎週月曜日 有 お話・絵本の読み聞かせ,工作,おやつの日。

3 だいちゃん文庫
仙台市
青葉区

022-277-5352 毎月第2金曜日 有 随時読み聞かせを実施。

4 たんぽぽ文庫
仙台市
青葉区

022-275-4252 毎週水曜日 有
読み聞かせ,パネルシアター,紙芝居,お話会,プラバンや折り
紙などの手作り。

5 のはら文庫
仙台市
青葉区

022-275-4695 毎週火・土曜日 有 お話し会

6 わかばぶんこ
仙台市
青葉区

022-277-5352 毎月第1・第3月曜日 有
生協国見ヶ丘店内。
本の貸出,よみきかせ,折り紙,工作など。

7 荒浜文庫
仙台市
宮城野
区

022-778-8117 毎週水曜日 有
絵本・本の紹介，紙芝居，簡単な工作，折り紙，お菓
子作り。

8 きらきら文庫
仙台市
若林区

022-285-7573 毎週水曜日 有

・毎回手作り，工作，おりがみ
・昔遊び（お手玉，あやとり，こま回しなど）
・おはなし会（月１～２回）
・お楽しみ会（手作りおやつ）

9 木ノ下おひさま文庫
仙台市
若林区

022-293-3466 毎週水曜日 有
乳幼児～小学生を対象にわらべうた,素話,詩,絵本の
読み聞かせ,手作りあそびなどを実施。

10 まつお文庫
仙台市
若林区

022-231-2712
毎週水,土曜日（第2土
曜日休み）

有
おはなし会,手作り工作,昔の遊び（あやとり，お手玉
など）子ども市,クリスマス会。

11 おてんとさん文庫
仙台市
太白区

022-214-5767 月2回水曜日 有
八木山神社前集会所で，手作りおもちゃ・折り染め・
プラバン・クリスマス会・おはなし会など，本のある
あそび場として活動している。

12 のぞみ文庫
仙台市
太白区

022-221-4667
月１回第３金曜日
一時休止中，9月再開予定

有
おはなし会のほか,折り紙,プラバン,クッキー,パン,
工作などの手づくり遊びなど。

13 こすもす文庫
仙台市
太白区

022-243-4687 第2,4木曜日 有 手作りあそび,おはなし会など。

14 さんさい文庫
仙台市
太白区

022-248-4774 毎週水曜日 有 おはなし会,工作,折り紙,将棋など。

15 みどりが丘文庫
仙台市
太白区

022-247-9289 毎週土曜日 有 節分，クリスマス，市内の連絡会に出席他。

16 水曜文庫
仙台市
泉区

022-372-7173 毎週水曜日 有
折り紙などの伝承あそび，季節の行事、年１回の文庫
まつりを開催。

17 虹の丘文庫
仙台市
泉区

022-375-0068 毎週月曜日 有
絵本の読み聞かせ,紙芝居,おりがみ,手づくり,手あそ
び,お楽しみ会等。

18 ひまわり文庫
仙台市
泉区

022-375-0825 第２・４金曜日 有
2～4歳児を対象に,手あそび,運動あそび,手づくりあ
そびなどを実施。

19 りんごの木文庫
仙台市
泉区

022-376-5262 第1水曜日 有 絵本,紙芝居,おはなし。

20 めだか文庫
仙台市
泉区

022-773-1975 不定期 有
小学生を対象に，紙芝居，本の紹介，工作、折り紙な
どの内容で実施。

21 わらべ文庫
仙台市
泉区

022-376-3764 第２・４金曜日 有 絵本の読み聞かせ，紙芝居，わらべうたなど。

22 ぐるんぱ文庫 石巻市 0225-24-0829 毎週木曜日 有
子育て支援センター,保育所,小学校の読み聞かせ及び
子育てに関する講話など。

23
塩竈☆小さな絵本図
書館
うみべの文庫

塩竈市 090-9537-8904 毎週火・土曜日 有

自宅の一室を開放し，自由にゆっくり本を楽しんでも
うらうために，様々なイベントの企画も行いながら活
動を展開している。平成２４年１１月にオープンした
ばかりの文庫。震災による被災地支援で全国及び海外
から集まった本も多数所蔵。閉館の一日を読み聞かせ
の練習場としても開放。

24
ＮＰＯ法人
クリーンせみね

栗原市 0228-38-3439 毎週火～金曜日 有 本の紹介

25 こけし文庫 大崎市 0229-83-2153 第3土曜日 有
絵本の読み聞かせ,おはなし会,クッキング,わらべう
た遊び。

26 熊谷文庫 山元町 0223-37-0225 毎日（休館の時もあり） 有 読み聞かせの会

名称 連絡先 活動曜日
貸出
有無

本の貸出以外の活動№ 所在地



（２）おはなし，読み聞かせなどを行っている団体及び個人

1 おはなしてんとうむし
仙台市
青葉区

022-278-5042

・仙台市民図書館・宮城野図書館
他
・仙台市立向山小学校・八幡小学
校他８校

子どもたちが楽しみながら本（文学）と
出会うことを願い，世界の昔話を中心に
選びぬかれたお話を素話で語り届けてい
る。

2 ぐりの会
仙台市
青葉区

022-278-6678

中山・川平小学校，泉ヶ丘幼稚
園，中山児童館，中山市民セン
ター，デイサービス（川平の
家），しらかば工房（知的障害者
施設）

乳幼児・小学生・老人ホームなどを対象
に,絵本・パネルシアター・手遊び・紙
芝居などを実施。

3
仙台手をつなぐ文庫の
会

仙台市
青葉区

022-276-3958 仙台市民図書館
文庫の交流会で情報交換と研修を行うほ
か，子どもの本とストーリーテリングの
勉強会を実施。

4 仙台朗読ひまわりの会
仙台市
宮城野区

022-259-9730 みやぎＮＰＯプラザ，若林図書館
手あそび,紙芝居や絵本の読み聞かせ
等。

5
図書ボランティア
「カンナの会」

仙台市
青葉区

022-223-9095 仙台市福沢市民センター
福沢市民センター内の図書室で,本の貸
出ほか,図書室業務を実施。

6
水の森図書ボランティ
ア

仙台市
青葉区

022-277-2711 水の森市民センター児童館図書室
図書の貸し出し,本の整理等を行ってい
る。

7 宮城点訳奉仕会
仙台市
青葉区

022-234-4047

宮城県視覚障害者情報センター，
点字図書等は「サピエ」に登録，
インターネットでダウンロードし
利用。

本(児童書も含む)を点訳,点訳絵本の製
作。

8 宮城朗読奉仕会
仙台市
青葉区

022-234-4047 宮城県視覚障害者情報センター
視覚障害児（者）のための音訳図書の製
作。

9 森のおもちゃ図書館
仙台市
 青葉区

022-234-1345 旭ヶ丘市民センター小ホール
障害児及び子育て支援グループ等に布絵
本,布おもちゃなどの手作り作品を貸し
出し。寄贈,委託製作。遊び場の提供。

10
読み聞かせボランティ
アグループ
「ひなたぼっこ」

仙台市
青葉区

022-391-9122
図書館，児童館，老健施設（２ヶ
所），広瀬図書館，愛子児童館，
広瀬児童館

老人ホームへ訪問，紙芝居，ペープサー
ト等，おはなし会。

11
読み聞かせボランティ
ア「どんぐりころこ
ろ」

仙台市
青葉区

吉成市民セン
ター

吉成小学校，吉成市民センター児
童館，せんだんの杜保育園（子育
て支援センター），せんだんの里
グループホーム，吉成保育所

絵本の読み聞かせ,紙芝居,手遊び，パネ
ルシアター等。

12
図書ボランティア
「ポテト」

仙台市
青葉区

022-272-6806 八幡児童館
毎週月曜日の貸出，返却作業のほか,図
書の環境整備やお話会の開催等を行う。

13 みやぎ民話の会
仙台市
青葉区

022-358-2314 黒松市民センター

　採訪して聞かせていただいた話を記録
し，その中から選んだ民話を，機関誌
「民話」や「みやぎ民話の会叢書」など
として発行している。また，学校や仮設
住宅，図書館などで語りを行っている。
　現在所有している1000本余のテープや
ビデオを，今後広く活用していただくた
めに，メディアテークと協働で「民話
声の図書室」というプロジェクトを立ち
上げて，整理とデジタル化の作業を進め
ている。

14 おはなしポルタ
仙台市
青葉区

022-221-5392 仙台市泉図書館
図書館でのおはなし会と定期的な勉強会
の実施。世界の昔話などのお話を素話で
語り届ける。

15 おはなしぷーさん
仙台市
青葉区

022-226-0641 仙台市民図書館
図書館でのおはなし会の実施。幼児～小
学生を対象に絵本の読み聞かせや紙芝
居，パネルシアターなどを行う。

16
水の森おはなしの会ド
ロップス

仙台市
青葉区

掲載不可
水の森市民センター，児童館，北
仙台小学校，特養老人ホーム

絵本の読み聞かせ，紙芝居，手遊び，
ペープサート，パネルシアターなど。

特色ある活動No. 名称 所在地 連絡先 おもな活動場所



17
おはなしクレヨン宮城
野

仙台市
青葉区

022-222-5255

国立病院機構仙台医療センター小
児病棟及びプレールーム，榴岡児
童館，田子小学校，自由ヶ丘子供
会，育児サークル「グレートキッ
ズ」の会

絵本の読み聞かせ,紙芝居,ペープサー
ト,パネルシアター,手遊び，マジック，
エプロンシアター等を実施。大型絵本，
軍手人形，手作り（パタパタ），指人形
で。

18
図書ボランティア「た
んぽぽ」

仙台市
青葉区

掲載不可 吉成市民センター児童館図書室 図書貸出及び返却,書架の整理。

19
図書ボランティア「さ
くら　さくら」

仙台市
青葉区

022-272-1020 北山市民センター
毎週水・土曜日の貸出，返却作業のほ
か,図書の環境整備を行う。

20
岩切市民センター図書
ボランティア「しおり
の会」

仙台市
宮城野区

022-255-7728 岩切市民センター図書室

図書室開室日（水曜・土曜）に図書の貸
出や整理，本の修理などを行う。
おはなし会(毎月第１水曜日,午前11時か
ら午前11時30分)絵本の読み聞かせ,紙芝
居。センターまつりでは工作やゲームを
して子どもたちに楽しみを与えている。

21
絵本お話し会　ぱすて
る

仙台市
宮城野区

022-297-1669 保育園
絵本の読み聞かせ，紙芝居，手遊び，パ
ネルシアターなど。

22
おはなし会「ひだま
り」

仙台市
宮城野区

022-259-7931 ①福室小学校　②福室児童館

乳幼児から小学生を対象に絵本の読み聞
かせ,紙芝居,手遊びや素話を実施。①小
学校で読み聞かせ　②児童館でおはなし
会。

23 おはなしポッケ
仙台市
宮城野区

022-258-3502

冠文堂書店（居間）二階（毎月第
４土曜日PM1:30～）
仙台市宮城野区岡田児童館（毎月
第２水曜日PM3:30～）

おはなし会,依頼に応じて,読み聞かせ,
紙芝居,手遊びうた,手袋人形，パネルシ
アター，オカリナ演奏等の出前おはなし
会を行う。

24 拡大写本の会・宮城野
仙台市
宮城野区

022-256-7361 宮城野図書館
通常の活字では読みにくい方のために,
文字を大きくした本を作り,図書館を通
じて貸出。

25
図書ボランティアかす
みそう

仙台市
宮城野区

022-258-1010
学校，児童館，町内会いきいきサ
ロン（町内会集会所）

子供だけではなく，大人向けの読み語り
（紙しばいや絵本）も行っている。

26 読みがたり「芽ぐみ」
仙台市
宮城野区

022-238-5591
児童館，デイサービスセンター，
保育所他

絵本，紙芝居を中心とした読み聞かせ，
手あそび。

27
読みと語りの会みやぎ
の

仙台市
宮城野区

022-238-5591
小学校，児童施設，障害者セン
ター，図書館等での読み聞かせ

小学校の朝読，障害者センター，図書館
での読み聞かせ。

28
七郷市民センター・児
童館図書ボランティア

仙台市
若林区

022-288-8700 七郷市民センター・児童館
図書貸出及び返却及び本や紙芝居等の修
理。

29 七郷朗読奉仕会
仙台市
若林区

022-288-7030
七郷小学校・障がい者支援施設・
萩の郷福寿苑・仙台市内各市民セ
ンター

映像と音楽を組み入れた目と耳で楽しむ
対面朗読を行う。

30
触察絵本グループ「わ
か草」

仙台市
若林区

022-286-6490 宮城野区中央市民センター 触察絵本の制作，貸出，贈呈。

31
“みちくさ”荒町市民
センター図書ボラン
ティア

仙台市
若林区

022-266-3790 荒町市民センター
購入希望図書集計，貸出図書の整理，人
気図書の検討。

32 宮城わらべうたの会
仙台市
若林区

022-293-3466
保育園，児童館，市民センター，
他

①親子を対象にわらべうたのあそびの会
を開催。②大人を対象にしたわらべうた
の講座を開催。

33
お話ボランティア「き
らら」

仙台市
若林区

022-282-7530
沖野デイサービス，沖野児童館，
小学校

幼児から老人までそれぞれ年齢にあった
おはなし会を実施。

34
宮城県立保育専門学院
同窓会早苗会

仙台市
太白区

022-243-1271 宮城県図書館
児童文化財の貸出,人形劇などの公演,紙
芝居,絵本の読み聞かせ,パネルシアター
その他実演,子育て相談。

35 おはなしの会あいあい
仙台市
太白区

022-241-9640
東中田市民センター，四郎丸小，
袋原小

小学校,幼稚園,市民センターなどで,絵
本,紙芝居の読み聞かせ,エプロン・パネ
ルシアターなどを実施。

36
図書ボランティア「コ
スモス」

仙台市
太白区

022-246-2426 八本松市民センター

おはなしひろばを開き,絵本,紙芝居,手
遊びを実施。市民センター祭りでは,手
作りの人形劇やおたのしみシアターも行
う。

37
図書ボランティア
「ブックポケット」

仙台市
太白区

022-306-6750 柳生市民センター



38
富沢市民センター図書
ボランティアの会

仙台市
太白区

022-244-3977 富沢市民センター

通常の活動の他に，小グループ活動を実
施している。①購入図書の選定②おすす
め本の選定・紹介(四半期毎)③図書室の
かざりつけ(ディスプレイ)。

39 ブックスフレンド中田
仙台市
太白区

022-241-1459 中田市民センター
絵本,紙芝居の読み聞かせ又折り紙を中
心とした製作のほか,人形劇,ブラックパ
ネルも実施をしている。

40
みやぎ親子読書をすす
める会

仙台市
太白区

022-228-1776
エル・パーク仙台，仙台市民図書
館，仙台市泉図書館

読み聞かせ,素話,紙芝居,パネルシア
ター,わらべうた,手遊びなど。

41
茂庭台図書ボランティ
ア

仙台市
太白区

022-281-3293 茂庭台市民センター 図書の貸出，返却。

42
読み聞かせボランティ
アおはなしやま

仙台市
太白区

022-228-1190
八木山市民センター，八木山・八
木山南児童館，特養老人ホーム，
八木山動物公園，芦ノ口児童館

市民センターのおはなし会を中心に，児
童館３ヶ所,幼児,児童向のおはなし会。
特別養護老人ホームへ訪問し,紙芝居,お
はなしで交流。動物公園では，動物ので
てくる紙芝居や絵本でおはなし会をして
いる。時々，職員の方から剥製を見せて
もらったり，生態のおはなしもある。

43
読み聞かせボランティ
ア「ののはな」

仙台市
太白区

022-304-2742
太白図書館，太白中央児童館，太
白区中田児童館

おはなし会（太白図書館第3水曜日15:00
～15:30,太白中央児童館第1水曜日15:30
～16:00,第4火曜日10:30～10:50，中田
児童館第４金曜日11:40～12:00）絵本の
読み聞かせ,紙芝居,手遊びなど。

44 仙台むかし話の会
仙台市
太白区

022-228-6171
保育園，児童館，小学校，市民セ
ンター

保育園,児童館,小学校などへ民話を語り
に出向く「語りの出前」を実施。

45 紙芝居文化の会みやぎ
仙台市
太白区

022-243-1271 青葉区市民センター

日本独自の文化である紙芝居の理論研究
および普及活動。紙芝居講座，紙芝居お
はなし会（図書館や文学館などで），保
育所や児童館での紙芝居実演，通信発
行，その他。

46 泉おはなしの会
仙台市
泉区

022-373-1458 泉図書館

国内外の昔話を中心に素ばなしで語る。
子ども向け(おはなしわくわく)月１回，
大人向け(おはなしの泉 他)年２回，福
祉施設(デイケア・サービス)月１回，他
出前語り随時。

47 泉手をつなぐ文庫の会
仙台市
泉区

022-375-0068 泉図書館

泉区内の各文庫の近況報告,行事の打合
せ,勉強会,講演会,おたより発行など,情
報交換の場。
泉図書館で夏休み出前文庫(年１回)，団
体書架の整理(年１回)。

48 おはなしもこもこ
仙台市
泉区

022-373-6013
高森小学校，高森東小学校，高森
児童センター，高森東児童セン
ター

お話,絵本の読み聞かせ,紙芝居,手遊び,
わらべ唄など。

49 松陵えほんの会
仙台市
泉区

022-372-1502 泉松陵小学校・松陵児童センター

小学校では,毎週木曜日読書タイムに,児
童センターでは,月１回絵本の読み聞か
せやわらべうた(まつぼこキッズ),年４
回読み聞かせ,素話,紙芝居他(絵本をた
のしもう)。松陵市民センターまつり
（「松陵っ子土っと来い!」まつり）参
加他。

50 ひかりおもちゃ図書館
仙台市
泉区

022-378-7615 障害のある子と遊ぶ
障害のある子ども達とその保護者に,お
もちゃ,絵本やビデオの貸し出し,遊びの
場を提供。

51
読み聞かせとんがりぼ
うし

仙台市
泉区

022-377-2134
寺岡市民センター図書室，すいせ
ん保育所，寺岡児童館，将監西児
童館

絵本の読み聞かせ,手遊び,ペープサー
ト,パネルシアター,紙芝居など。

52
ボランティアサークル
「ぽけっと」

仙台市
泉区

022-252-0942
泉図書館南光台分室，仙台つどい
の家，南光台児童館

乳幼児及び小学校低学年を対象に絵本や
紙芝居の読み聞かせを実施。仙台つどい
の家で絵本や紙芝居の読み聞かせを実
施。

53
石巻絵本とおはなしの
会

石巻市 掲載不可 釜小学校，飯野川第二小学校
読み聞かせ，素話の練習会，小学校への
おはなし会ボランティア，大人向講座企
画。

54 お月とお星の会 石巻市 掲載不可
放課後児童クラブ，子育て支援セ
ンター，公民館，小学校，障害者
地域活動センター

幼児から老人を対象に絵本のよみきかせ
や手あそび，紙芝居など。

55 おはなしのへや 石巻市 0225-94-7205 石巻市立中里小学校
小学生を対象に,絵本の読み聞かせ(1時
間授業に入ることあり)。



56 ぐるんぱ文庫友の会 石巻市 0225-24-0829
小学校，保育所，福祉施設，子育
て支援センターなど

保育所，小学校などで人形劇，紙芝居な
どを上演。

57 ひだまりの会 石巻市 0225-62-3586
ビッグバン図書室，地域，河北子
育て支援センター

毎月第3日曜日PM1:30～14:00おはなし会
(7月,12月休み)
年2回,町内の幼稚園,小学校1,2年生を対
象に,絵本,パネルシアターなどを実施，
地域での活動。

58
石巻小学校図書ボラン
ティア

石巻市 0225-22-6545 石巻小学校図書室
①図書貸出の支援（記録簿記入の手伝
い），②お勧めの本の紹介。③書架の整
理。

59
石巻市立門脇小学校図
書ボランティア

石巻市 0225-95-7182 石巻市立門脇小学校図書室
図書の整理,カバー掛け。
読み聞かせ。

60 きらきら 石巻市 0225-94-0365
石巻市立湊第二小学校

業前の活動での読み聞かせ（１～３年,
４～６年）。昼休みの読み聞かせ（全校
児童対象）。

61 こんぺんとう 石巻市 0225-22-2582 石巻市立蛇田小学校
読み聞かせ。保護者だけでなく，地域の
方も加わり，各自工夫を凝らしている。
「こんぺいとう便り」を作成している。

62
開北小学校①読み聞か
せボランティア・②図
書ボランティア

石巻市 0225-94-8878 石巻市立開北小学校
①各教室での本の読み聞かせ。②図書室
の本の整理・整頓，本の修理，図書室内
の環境整備，図書まつりをする。

63 そよかぜのおはなし 石巻市 0225-97-4216 石巻市立万石浦小学校

①毎週火曜日の読み聞かせ(絵本・紙芝
居・素話)，②書誌のバーコード登録，
③書架の整理，④学期末のおたよりつく
り。

64 はなまるさん 石巻市
080-5228-
4353

石巻市立大谷地小学校
朝の時間（読書タイム）の読み聞かせ。
大型絵本や紙芝居を使った読み聞かせ等
を行っている。

65 読み聞かせお母さん 石巻市 0225-62-0769 石巻市立二俣小学校

月に４～５回，子どもたちに読み聞かせ
を行っている。火・金曜日の朝１５分，
第２・４木曜日の昼休み(対象１～３年
生)に活動している。

66
前谷地小学校図書ボラ
ンティア

石巻市 0225-72-2014 石巻市立前谷地小学校
木曜日の朝の活動時間に，各教室で読み
聞かせを行っている。図書室の書架整
理。

67
和渕小学校　読み聞か
せボランティアサーク
ル『お話びっくり箱』

石巻市 0225-72-3121
石巻市立和渕小学校，石巻市立和
渕保育所

教室等での読み聞かせ活動，創作イベン
ト「読み聞かせ発表会」の実施。学校の
読書活動推進及び図書環境整備への支
援。石巻市読書推進事業への協力。地
域・市内行政機関との連携した取組。

68 読み聞かせおでって隊 石巻市 0225-73-2202 石巻市立北村小学校
月に２度。子どもたちの発達段階に応じ
た絵本や本の読み聞かせ活動を行ってい
る。

69 スクールボランティア 石巻市 0225-74-2114 石巻市立鹿又小学校
毎週木曜日の業前の時間に行われている
「読書タイム」の時間における読み聞か
せ。対象学年は１～３年生。

70 にじいろのたね 石巻市 0225-95-0221 石巻市立向陽小学校

業前活動での読み聞かせ。１単位時間で
の読み聞かせや詩の朗読，素話。低学年
にはわらべうた遊びなどを取り入れ，体
を動かしたり唱え歌を歌ったりして，昔
のことばやふしにふれる機会もある。

71 おはなしポケット 石巻市 掲載不可
石巻市立中津山第二小学校，子育
て支援センターキッズホーム

月に１度の読み聞かせ，勉強会。絵本や
読み聞かせを中心に行っているが，学年
の実態に合わせ，手遊びや素話，ペープ
サートも取り入れている。子育て支援セ
ンターで０～１歳児への読み聞かせ(月
１回)。

72
ものう読み聞かせボラ
ンティア

石巻市 0225-76-1016 石巻市立桃生小学校

１～３年の各教室（第１週～第３週），
４～６年の各教室（第４週）。本や紙芝
居の読み聞かせ。低学年には読み聞かせ
と手遊び。

73
大街道小学校図書ボラ
ンティア

石巻市 0225-96-2123 石巻市立大街道小学校

毎週月曜日に本の読み聞かせを各学級で
行う。読み聞かせの後，図書室の図書の
整理を行う。
各学年の実態に応じて様々な図書の読み
聞かせを行っている。



74
石巻市図書館読み聞か
せボランティア

石巻市 0225-93-8635 石巻市図書館
毎月各１回ずつ「あかちゃんおはなし
会」と「たのしいおはなし会」を実施。

75
おはなし「びっくり
箱」

塩竈市 022-365-4343 塩竈市民図書館

子どもから大人までを対象に，美しい日
本語と季節感を大切にしながら絵本の読
み聞かせ，歌（あそび），朗読劇等でイ
メージを膨らませた表現を特徴としてい
る。

76 お話や　ぴぃかぁぶぅ 塩竈市 022-365-4343 塩竈市民図書館
本の内容を本をもたずに話す「素ばな
し」と，工作によるお話会を実施，語り
手も聞き手も楽しめるお話やさんです。

77 きっと・えすけっと 塩竈市 022-367-2010
塩竈市生涯学習センターふれあい
エスプ塩竈

小学生以上を対象としたおはなしと絵本
の読み聞かせ。素話あり，時にギターの
音色が即興演奏として加わり，参加者は
お話と音色の中に包まれ聞き入ってい
る。

78
子育て支援「ふぉ・
ゆ」

塩竈市 022-364-0276
塩竈市生涯学習センター，ふれあ
いエスプ塩竈

乳幼児の親子を対象にした本の読み聞か
せの子育て支援ボランティア活動。絵
本，紙芝居，わらべうた，人形劇，民
話・昔話，手遊びなどを実施。親子ふれ
あい遠足や七夕まつり会なども行ってい
る。

79 手話とお話会 塩竈市 022-367-7605 公民館
親子を対象にして手話を使っての紙芝居
やカルタの実施。

80 手のひらの会 塩竈市 022-365-4343 塩竈市民図書館
幼児・小学生対象の紙芝居を中心とした
おはなし会を実施。紙芝居の魅力を伝え
るための活動。

81 人形劇団ごきげん座 塩竈市 022-366-1086
塩竈市民図書館，ふれあいエスプ
塩竈，児童館，保育所，幼稚園等

幼児から大人を対象に，人形劇・大型絵
本紙芝居・ボードビル・パネルシアター
などを実施。

82 野中　廣海 塩竈市 022-365-4343
塩竈市民図書館，仙台市児童館ほ
か

図書館資料をつかったパズルや折り紙等
の紙工作や，簡単な手品で子どもたちに
不思議なことを伝承するための活動を展
開している。

83 エプロンおはなし隊 気仙沼市 掲載不可
気仙沼市内小学校,本吉図書館，
老人ホームほか

読みきかせ活動（絵本・紙芝居・エプロ
ンシアター・パネルシアターなど）。学
校等での工作指導も行っている。

84 小野寺　世利子 気仙沼市
090-8259-
4459

図書館，公民館，小学校
幼児,小学校低学年,4年生を対象に,工作
教室を実施。

85
読み聞かせボランティ
ア「おはなしほっと
けーき」

気仙沼市 0226-22-6778
気仙沼市図書館，市内児童館，福
祉施設，市内小学校

紙芝居，絵本の読み聞かせ，エプロンシ
アター，ブックスタートなど。

86 千葉　しげ子 気仙沼市 0226-42-2159
小学校・中学校・高校，老人ホー
ム

視覚障害，高齢者から乳幼児までの読み
聞かせ，昔語り。

87 すぎのこ母親クラブ 白石市 0224-25-7070
白石市内（児童館，保育園，公民
館，図書館等）

絵本の読み聞かせ,紙芝居,パネルシア
ター,手遊び,人形劇,素話,折り紙など

88
白石市図書館読み聞か
せボランティア

白石市 0224-26-3004
図書館，健康センター，幼稚園，
保育園，小学校，放課後児童クラ
ブ

絵本の読み聞かせ，紙芝居，詩等の朗
読，ブックトーク，パネルシアター，エ
プロンシアター，ペープサート，民話語
り，手遊び，マジック，ハーモニカ演奏
等。６か月児育児相談時の読み聞かせの
際「ブックスタート」事業により絵本１
冊贈呈。

89
那智が丘小読み聞かせ
ボランティア

名取市 掲載不可
育児サークル，那智が丘小学校，
那智が丘公民館

小学校での読み聞かせ，絵本のよみきか
せ，手遊びパネルシアター，ブラックパ
ネル，かみしばい，育児サークルへの読
み聞かせ。

90 おはなしキラキラの会 名取市 0224-52-5560 名取市図書館
幼児から未就園児までを対象とした絵本
の読み聞かせ，紙芝居，ブラックパネル
シアター等を実施。

91
川島せつ子（名取わら
べうたの会）

名取市 022-384-8753 依頼された場所
幼稚園教諭。保育士へのわらべうた指
導。園児・幼児へのわらべうた指導。学
年Ｐ行事のゲーム指導の実施。

92 名取昔ばなし語りの会 名取市 022-384-0823
幼稚園，保育所，児童センター，
小中学校，仙台空港，旧中沢家，
仮設住宅

民話を語る(昔ばなし,わらべ歌,手遊び,
紙芝居等)。

93 ふるさと図書室 名取市 022-384-3790 館腰小学校，本郷幼稚園
地域の子どもたちと同敷地内に有る"デ
イサービスセンターふるさと"に来所さ
れる高齢者との交流。



94 花づな会 名取市 022-263-1663 名取市内公民館・幼児クラブ等
手あそび，わらべうたを中心に，名取市
内の公民館で講座。幼児クラブ等で実
施。

95
図書館ボランティア
「すまいる」

角田市 0224-68-2345 角田市立北郷小学校
小学生を対象に(主に1～5年)絵本の読み
聞かせを実施。

96 カンガルー読書会 多賀城市 掲載不可
みやぎ生協大代店２階和室
大代公民館１階和室

乳幼児から小学生を対象に,絵本と紙芝
居の読み聞かせ,手遊び,わらべうた,工
作などを実施。

97
多賀城市立図書館ボラ
ンティア団体連絡会

多賀城市 022-367-1730
多賀城市立図書館，本館，山王分
室，大代分室

・幼児から小学生を対象に，絵本と紙芝
居の読み聞かせ，手遊びなどを実施
・布絵本制作，環境整備，書架整理等の
活動，図書館事業共催

98
図書館ボランティア蒲
公英

多賀城市 022-365-7498
児童館，保育所，図書館，小学校
等

0～4歳児と母親を対象に絵本の読み聞か
せ,わらべうた,ブックトーク，ストー
リーテング，子育てに関する講話　など
実施。

99 多賀城朗読サークル 多賀城市 022-367-1730
多賀城市図書館，保育所，小学校
等

幼稚園児，小学生を対象に絵本の読み聞かせ。

100
おはなしの会じゃんけ
んぽん

岩沼市 掲載不可
岩沼みなみプラザ，南児童館，岩
沼市民図書館

小学校低学年児童,未就学園児の親子を
対象に,絵本の読み聞かせ,紙芝居,パネ
ルシアター,手遊び,折り紙など実施。

101
おはなしの会「仲よし
こよし」

岩沼市 0223-22-5676 岩沼小学校
小学生(1学年～3学年)を対象に,絵本の
読み聞かせと紙芝居,詩の朗読。

102 ラブリーマザーズ 岩沼市 0223-23-2342 岩沼市内幼稚園，保育所他 人形劇，着ぐるみ，ピエロ。

103
おひざにだっこ
ダンボの会

岩沼市 0223-23-2661 岩沼市民図書館
未就園の親子に読み聞かせ，紙芝居，工
作等を行っている。

104 わくわく広場 岩沼市 0223-24-4526 西児童センター
乳幼児と母親を対象に手遊び，絵本の読
み聞かせ。

105
読み聞かせあじさいグ
ループ

岩沼市 0223-22-5846
①児童館
②市内小学校

①児童館で読み聞かせ
②放課後子ども教室で読み聞かせと安全
管理
③その他

106
おはなしサークル「ど
んぐり」

登米市 0220-34-8081
図書室，小学校，子育て支援セン
ター

本の読み聞かせを中心に,パネルシア
ター,エプロンシアター,紙芝居,手袋人
形などを実施。

107
佐沼小学校読み聞かせ
ボランティア　ドリー
ム

登米市 0220-22-2740 佐沼小学校

絵本,パネルシアター。紙芝居,素話。ボ
ランティア通信の発行,年3回。「手づく
り遊びコーナー」を月１回程度，工作・
折り紙・切り絵等保護者の手伝い(ボラ
ンティア)を得て行っている。

108
図書館ボランティア
「だっこ・ラッコ」

登米市 0220-22-9820 迫図書館
乳幼児から小学校低学年を対象に絵本の
読み聞かせ，紙芝居，パネルシアターな
どを実施。

109
おはなしボランティア
「ひなたぼっこ」

栗原市 0228-21-1403 栗原市立図書館
幼児から小学校低学年の児童を対象に,
絵本の読み聞かせ等を実施。年2回(7月
12月)に特別おはなし会を実施。

110
金成朗読ボランティア
こすもす

栗原市 0228-42-1653
栗原市立金成幼稚園，保育所，児
童クラブ，栗原市社会福祉協議会
館内支所デイサービス他

絵本，お話，パネルシアター，人形劇，
指遊びや金成に伝わる伝説を子どもから
高齢者までを対象に活動している。レ
パートリーとして，ストレッチ体操，踊
りなどもとり入れている。

111
よみきかせ「おひさ
ま」

栗原市 0228-38-2297
瀬峰幼・小学校，栗原市立図書
館，瀬峰公民館

紙芝居，絵本の読み聞かせ，ブックス
タート，素話の出前，未就学児とその保
護者を対象に月１回つどいを実施。

112
若柳図書ボランティア
「ぽっかぽか」

栗原市 0228-32-3121
若柳公民館おはなしのへや，若柳
小学校，幼稚園

幼児から小学生を対象に絵本や紙芝居の
読み聞かせを実施。

113
布えほんボランティア
フェルト

東松島市 0225-82-1120 東松島市図書館 布絵本や布おもちゃの製作。

114
読み聞かせボランティ
アおはなしのはなたば

東松島市 0225-82-1120 東松島市図書館

毎週土曜日図書館にておはなし会。小学
校５校へ出前おはなし会。絵本，素話，
紙芝居，手あそび，エプロンシアター，
パネルシアターなど。幼児から小学生を
対象に読み聞かせ。保育所，幼稚園出前
お話会随時。年間６回季節，行事などを
テーマにした特別お話会開催。

115 絵本タイムの会 大崎市 0229-24-3116
大崎市公民館，図書館，小学校，
保育園

0才児から大人まで,絵本の読み聞かせを
主に実施。手遊び,紙芝居,エプロンシア
ターなど。



116 鹿島台歴史研究会 大崎市 0229-56-6311 大崎市鹿島台鎌田記念ホール
昔話,紙芝居作製・上演,鎌田記念ホール
の展示室の説明や品井沼干拓地の説明ガ
イドなど。

117 門脇　京子 大崎市 0229-23-2689 市立図書館，幼稚園，地域

小学生の親子を対象に読書会を実施。幼
年・小学生の親子を対象に“お話し会，
紙芝居”を大崎市立図書館において実
施。

118 サークル・アン 大崎市 0229-72-2390
スコーレハウス図書室，幼稚園
（年1回），岩出山小学校，保育
所（2ヶ所／月1回，2ヶ月1回）

幼児・小学生を対象に絵本の読み聞か
せ，人形劇。

119 さわやかハーモニー 大崎市 0229-22-5046
図書館，小学校，介護施設，幼稚
園（保育所）

昔話，紙芝居，読み聞かせ，手遊び。

120
鹿島台図書ボランティ
ア「ブックポケット」

大崎市 0229-56-2510 鹿島台公民館内

・絵本・紙芝居・手遊び・人形劇。研修
会や講演会等に積極的に参加し知識を習
得し活動している。読み聞かせの他に人
形劇等に挑戦し活動範囲を広め，子ども
たちや高齢者の方々と楽しく交流してい
る。

121 民話、瑞の会 大崎市 0229-56-2776 児童館 昔ばなし,昔あそび,紙芝居など。

122
岩出山むかしかたりの
会

大崎市 0229-72-2223
小学校・中学校・幼稚園，福祉施
設

地域の昔語りを伝える。

123 蔵王町語り部の会 蔵王町 0224-33-3828 蔵王町文化会館，各施設
幼稚園児,小学校低・中学年,福祉セン
ターデイサービスを対象に,読み聞かせ
や昔話の語りを実施。

124 エコー母親クラブ 蔵王町 0224-34-2204 遠刈田小学校・幼稚園 絵本の読み聞かせ，人形劇，影絵など。

125 むつみ母親クラブ 蔵王町 0224-33-2010 永野小学校

学校支援活動及び子育てサポーター活動
として月２回，朝読書活動の時間帯に各
学年の教室で，絵本または紙芝居の読み
聞かせを実施している。各回，季節に合
わせたり，和，洋，科学，伝記などテー
マと決め選書している。小学校の蔵書の
修理製本。

126
蔵王町立図書館読み聞
かせボランティア

蔵王町 0224-33-2018 蔵王町立図書館
図書館主催のおはなし会にて読み聞かせ
(休止中)。

127 七ヶ宿本読み応援隊 七ヶ宿町 0224-37-2195 保育所等
乳幼児から小学生を対象に読み聞かせを
実施。

128
図書館ボランティア
「レール」

大河原町 0224-51-3330 大河原町駅前図書館
図書館内での絵本の読み聞かせ，図書館
行事への参加，協力。

129
絵本読みきかせの会お
むすびころりん

柴田町 0224-55-4438

柴田町立船迫小学校，船迫生涯学
習センター，柴田町図書館，船岡
小学校児童クラブ，柴田町立西住
小学校，西住児童館

小学校低学年を対象に絵本の読み聞かせ
やクリスマスリースなどの手作り，おも
ちつきなどの季節の行事も行っている。
小学校では，朝読書の時間に１～６年生
まで読み聞かせを行っている。

130
おはなしの会ぴいかぶ
う

柴田町 0224-55-0916 野ばら（絵本のへや・会員宅）

ぴいかぶうのへや「野ばら」開放，おは
なし会，ぴいかぶうおはなし会(会員
宅・絵本のへや),宮沢賢治の作品を読み
合う会。

131 柴田かたりべの会 柴田町 0224-55-5332
児童館，柴田町生涯学習セン
ター，小学校，老人会，児童クラ
ブ，デイサービスセンター他

毎月１回通っている３か所の船岡・槻
木・西住，放課後児童クラブでは，民話
のほか，昔ながらの伝承遊びや大型絵
本，かみしばいの読み聞かせの披露。

132
柴田町図書館サポート
委員会

柴田町 0224-86-3820 柴田町図書館

会独自の「会報」発行，図書に関するサ
ポート，館内館外の環境美化活動，児童
コーナーの装飾，お話し会イベントへの
サポート。

133 おはなし　じゅうばこ 丸森町 0224-72-6399
舘矢間小学校，保健センター，子
育て支援センター「こりす園」，
舘矢間まちづくりセンター図書室

週１回の小学校での読み聞かせ，月１回
の育てやまカフェでのおはなし会，こり
す園で月２～４回のおはなし会，手づく
りおもちゃ講座，紙芝居，パネルシア
ター，昔話，わらべうた，折り紙，あや
とり，昔遊び，手作りおもちゃ等，会員
の得意分野を活かして活動しています。

134 丸森ざっと昔話の会 丸森町 0224-72-6086
丸森町立丸森小学校，斎理屋敷，
仙南ジェロントピア，老人クラブ
他

丸森町内に伝わる昔話の採話と語り。

135 くまちゃん紙芝居 亘理町 0223-34-7002
児童クラブ，児童館，老人ホー
ム，デイサービスセンター，亘理
小学校

・児童クラブ，デイサービスに出向き，
食育の紙芝居を行う
・“思いやり”の心を育てる童話の紙芝
居
・小学校低学年の総合的な学習



136 長とろ小おはなし会 亘理町 掲載不可 亘理町立長瀞小学校
小学校でクラス毎に1回45分間のおはな
し会を行っている。会員は年3回から5回
の研修をしている。

137
わたり母親クラブ
おはなしの会「あんこ
ろもち」

亘理町 0223-34-2752 中央児童センター
地元小学校や子育て支援の場等でおはな
し会を実施。また活動に沿った各種セミ
ナーを企画運営している。

138
読み聞かせ　たんぽぽ
グループ

亘理町 掲載不可 亘理町内の西児童館
小学生の低学年を対象に絵本や紙芝居の
読み聞かせを実施（ゲーム，クイズ有
り）。

139
読み聞かせグループ
「たいけん」

亘理町 0223-34-2156 亘理町立吉田小学校
小学校１～３年生。絵本の読み聞かせ，
紙芝居。

140 おはなしつんぶん 亘理町 0224-53-7188
亘理町荒浜児童クラブ，高屋児童
クラブ

亘理町荒浜児童クラブ，高屋児童クラブ
で月1回本を読んだり工作や手遊び，手
作りおもちゃで遊ぶ。

141 おはなしころころ 松島町 022-354-4036
松島町勤労青尐年ホーム，松島第
一・第二・第五小学校，子育て支
援センターどんぐり

松島町内の子どもたち向けの絵本の読み
聞かせを主にしている。年４回の定例お
話会では，工作・折り紙なども加えて活
動している。

142
朗読サークル「きず
な」

七ヶ浜町 022-365-5363 中央公民館 朗読，絵本，声の広報,朗読劇,群読。

143
七ヶ浜町おはなしボラ
ンティア「あゆみの
会」

七ヶ浜町 022-357-3302
七ヶ浜町中央公民館，町内保育
所，町内小学校

絵本，紙芝居，素話，手遊び。中央公民
館でのおはなしかい，小学校での朝読
書,保育所でのおはなしかい。

144 おはなしの森 大和町
大和町公民館
022-344-4401

まほろばホール図書室，町内小学
校等

活動場所図書室にておはなし会を実施。
乳幼児健診などでも読み聞かせを実施。

145
人形劇サークル七ッ森
座

大和町 022-345-3880
児童館，町内教育ふれあいセン
ター，小野小学校，放課後こども
教室ほか

人形劇，紙芝居，手遊び，読み聞かせ，
語りべ。

146
読み聞かせボランティ
ア「もみじっ子」

大和町 022-345-6552
まほろばホール図書室・町内児童
館等

活動場所図書室にておはなし会を実施。
読み聞かせ，紙芝居，手遊びのほか，腹
話術やマジックなどを実施。

147
読み聞かせサークル
「どんぐりの会」

大郷町 022-359-4295

大郷町中央公民館，小学校，幼稚
園，保育園，老人施設等（郷和
荘・オーベルジュ・わはわ・山楽
耕）

おはなし会の開催（童謡の唱和，ハンド
ベル演奏等）。学校や施設等から要請を
受けての訪問形式の活動をしている。劇
による演出，地域に語り継がれている民
話・民謡など，対象者に合わせた内容構
成で楽しい交流会等を企画。

148
おはなしボランティア
はらっぱ

富谷町 022-348-3955
成田公民館，町内サークル，成田
東小学校

乳幼児親子，小学生
絵本読み聞かせ，素話，紙芝居，パネル
シアター。わらべ唄など。

149
図書ボランティアサー
クル虹の声

富谷町 掲載不可 富谷町内公民館
民話や絵本,紙芝居,パネルシアター，エ
プロンシアターなどによる読み聞かせを
実施。

150 とみや♡こっこの会 富谷町 022-358-7950 あけの平公民館
「絵本の読み聞かせ会」開催。富谷町で
活動する育児サークル支援。あけの平公
民館の子育て事業に協力する。

151 宝樹会さつき会 富谷町 掲載不可 日吉台公民館
読書会。児童クラブ（世代間交流事業）
での読み聞かせ。音読読書会。公民館を
利用する児童への読み聞かせ。

152
よみきかせ「ぱれっ
と」

富谷町 掲載不可
東向陽台小学校，東向陽台中学
校，東向陽台公民館，わか葉幼稚
園

東向陽台小学校たてわり活動時よみきか
せ（年3回）。中学校ミニ朗読会（昼休
み）。1年生と「本に親しむ会」（年1
回）。公民館にて放課後児童クラブでの
読み聞かせ会（月1回）

153
読み聞かせボランティ
ア　しゃぼんだま

富谷町 掲載不可
東向陽台小学校，東向陽台中学
校，東向陽台公民館

東向陽台小学校での月１回業間休み時読
み聞かせ会（年８回）学年毎年１回程
度。中学校１年生と「本に親しむ会」
（年１回）。乳幼児対象のお話会（年９
回）。

154 どんぐりの森 大衡村 022-345-6038
大衡小学校，児童館，老人福祉セ
ンター

読み聞かせ（小学校・児童館）,ブック
スタート（３,４ヶ月児検診時実施,福祉
センター）。朗読や読み聞かせを通し
て,子育て支援や地域の読書活動の推進
等多様なニーズに応えている。



155 影絵「とらのこ座」 加美町 掲載不可 加美町中新田公民館
町内や近隣市町の幼稚園,保育所,小学
校,公民館等に出向き,影絵公演をした
り,簡単な製作指導を行っている。

156 童話の会 加美町 0229-63-5948 加美町中新田図書館

昔話,絵話し,人形劇,パネルシアター,エ
プロンシアター,紙芝居,指人形,絵本の
紹介，町内小学校・幼稚園ほか出前おは
なし会を実施。

157
朗読ボランティアおひ
さまの会

加美町 掲載不可

おのだ福祉センター，おのだ保健
センター，おのだコミュニティー
センター，認定こども園ひがし
（にし）おのだ園保育部

乳幼児から小学生を対象に絵本の読みき
かせ。

158
読みかたりボランティ
ア「おはなしの森」

涌谷町 0229-43-4398 幼稚園，児童館，高齢者福祉施設
幼児から高齢者までを対象にして素話，
絵本，紙芝居，パネルシアターなど。

159 おひざにだっこの会 美里町 0229-32-3030 美里町近代文学館

乳幼児向けの読み聞かせ，わらべ歌，
ブックスタートでの読み聞かせ。親子で
幼いころから本と親しめる乳幼児向けの
おはなし会を行っている。

160
図書館ボランティアグ
ループ本のかけはし

美里町 0229-33-3030 美里町近代文学館

・図書館での定期的な絵本の読み聞かせ
・年４回の特別お話会では，素話，ペー
プサート，紙芝居なども実施
・小学校の朝読書での読み聞かせ

161 語りの会　杉っこ 女川町 090-3982-8659
・小学校
・要望を受けた町内や町行事

小学校5.6年生には女川の民話を。低学
年には一般的な昔話を実施。

162
女川小学校おひさまの
会

女川町 090-7564-2505 女川町立女川小学校

・学校における朝読の時間に絵本の読み
聞かせを実施。
・卒業生へのはなむけお話会の開催（大
型紙芝居）
・研修会（情報交換ミーティング）


