
講演 実演 講演 実演

1 国頭 国頭村 宮城 千賀子 ○

2 国頭 東村 佐藤 光春 ○

3 国頭 本部町 山城 幸恵 ○ ○ ○ ○

１．大人向け
　○絵本の楽しさを語り合うワークショップ等
　〇読み聞かせ実演(対象：母親)

２．子ども向け
　〇ブックトーク(依頼に応じた)
　○朝の読み聞かせ(対象：小・中学生)

※地元のコミュニティーFMでパーソナリティとして大人
　がほっこりするような絵本を紹介した経験有。
※大好きな絵本を持ち寄り、語り合うワークショップを
　持ちたい。

4 国頭 伊是名村 伊禮 明季子 ○

5 国頭 大宜味村 涌井　充雄 ○ ○

6 国頭 今帰仁村 新垣　真理 ○

7 国頭 名護市 古堅　美佐子 〇 〇 〇

１．大人向け
　○実演に向けて、図書の選定・提示の仕方、音声等の
　　一連の流れについての講座

２．大人・子ども向け
　〇聞き手の対象者層や季節を考慮した実演

３．子ども向け
　○図書の選定支援
　　(子どもの発達段階や学年、季節等を考慮した図書選
     定について）
　○小・中学校での「朝の読み聞かせ」の実演

8 国頭 宜野座村 湖城　律子 〇

9 国頭 伊江村 山城　夏樹 ○ ○ ○ ○

１．大人向け
　○読書実演会などの企画・運営・支援などの活動支援
　○学校司書のための選書

２．子ども向け
　○ブックトーク・読み聞かせの実演

※中学校教諭（保健）・養護教諭・司書教諭の免許あ
  り。心理療法カウンセラーと子どもとの関係つくり
  トレーニングを受講し、学校司書として業務にあたっ
  ている。読み聞かせの選書や、学習（単元）のテーマ
  に応じた支援を得意とする。

10 中頭 西原町 比嘉 清美 ○ ○ ○ ○

１．大人向け
　○絵本の読み聞かせ講座・研修
    (対象：図書館司書、読み聞かせサークル、一般)
　○ブックトークの実演指導
    (対象：読み聞かせボランティア)
  ○群読指導

２．子ども向け
　○ブックトークの実演指導(対象：小・中学生)
　○群読指導(対象：中学生)
　○群読講座

11 中頭 西原町 小橋川 恵子 ○

令和４年度　沖縄県子ども読書指導員リスト　

No 地区 市町村 氏　　　名
大人向け 子ども向け

内容



講演 実演 講演 実演

12 中頭 うるま市 天願 綾子 ○ ○ ○

１．大人向け
　○絵本から平和をしまくとぅばで語る

２．子ども向け
　○絵本との出会い、絵本から伝えること等の講座
　○昔話の実演(6月頃であれば、平和についての絵本)
  ○絵本と紙芝居の実演

13 中頭 うるま市 山根 悦美 ○

14 中頭 恩納村 吉山 佳子 ○ ○ ○

１．大人向け
　○朗読
　
２．子ども向け
　○ブックトークに関する講演、活動支援
　○絵本の読み聞かせ、パペット、おはなし会
　　(対象：幼・小・中学生)

15 中頭 恩納村 千葉 明子 ○ ○

１．大人向け
　○朗読、手話語り

２．子ども向け
　○朗読、手話語り、ミトン人形、エプロンシアター実演

16 中頭 恩納村 田中 里英 ○ ○

１．大人向け
　○読み聞かせグループの活動支援
　○朗読劇

２．子ども向け
　○読み聞かせ、朗読劇、おはなし会

17 中頭 読谷村 上原　泉 ○ ○ ○ ○
１．大人・子ども（対象：小・中・高校生）
　○ビブリオバトル実施支援
　○読み聞かせ、ブックトーク実演

18 中頭 読谷村 具志堅　ひろみ ○ ○

１．大人向け
　○ブックトーク実演
　○大人のための朗読会実施

２．子ども向け
　○絵本の読み聞かせ
   （対象：乳幼児、保育園・小・中学生）
　○しまくとぅばによる民話の読み聞かせ

１．大人向け
　(講座)
　○子どもと楽しむミニ絵本作り
　　(ふしぎな部屋、六角変わり絵、８頁絵本等)
　○絵本とふれあいながら共に育つ子育て
　○ブックスタート指導員としての経験と楽しみ
　(実演)
　○創作大型紙芝居「おじーのでいご、おばーのでい
　　ご」他、大型仕掛け絵本数種
　※読書サークル“かでな”協力

２．子ども向け
　(講座・支援)
　○お楽しみ会、誕生会などでのアトラクション
　○演じてみよう！
    (ペープサートやミニ絵本の実演、参加型)
　○おはなしライブ
　　(パネルシアター「はらぺこあおむし」他)
　(実演)
　　○大型ペープサート
　　(「三匹のやぎのガラガラドン」、「おじさんの傘」
　　　等)
　○大型仕掛けおはなし
　　(「ほしい」、「ももたろう」、「ぶたのあかちゃん
　　　のおはなし)
　○大型創作絵本(ユーチューブ配信)
　　(「ねことつぼ」、「クマのゆうびんやさん」等)
　○紙芝居
　　(「金魚と赤い服」、「シーサーとうちなー」等)
　※読書サークル“かでな”協力

19 中頭 嘉手納町 福地　広美 ○ ○ ○

大人向け 子ども向け
内容

○

No 地区 市町村 氏　　　名



講演 実演 講演 実演

20 中頭 宜野湾市 川満　広美 ○ ○

１．子ども向け
　○絵本の読み聞かせ講座
　　読み聞かせ＋音＋しかけ＋工作体験
　　(対象：幼児とその保護者、幼稚園・小学生)
　
　○絵本の読み聞かせ実演
  　(対象：幼児とその保護者、幼稚園・小学生)

21 中頭 宜野湾市 名護　麻実 〇

１．子ども向け
　〇大阪弁での絵本の読み聞かせ
     (対象：幼稚園生～中学生まで)
　　「じごくのそうべえ」「イボイボガエルヒキガエル」
     など

※声に出して読む絵本など、元気が出る絵本を紹して
　いる。

22 中頭 宜野湾市 大城　貴子 ○

 

23 中頭 北中城村 崎原　逸子 ○

25 那覇 那覇市 與儀公子 ○ ○ ○ ○

１．子ども向け
　○絵本の読み聞かせ講座
  　(対象:特別支援学校、小・中・高校生)
　○ブックトーク実演
　　(対象:特別支援学校、小・中・高校生)

26 那覇 那覇市 國吉 道子 ○ ○

27 那覇 那覇市 平田 亜子 ○ ○ ○ ○

１．大人向け
　○「本と人を活かす読み聞かせ講座」
　　読書と演劇の経験を基に60～90分程度のオリジナル
    講座。テキスト有り。
　○小道具作成講座
　○朗読、読み聞かせ実演

２．子ども向け
　○読み聞かせ講座
　　テーマ「みんなに物語を聞いて楽しんでもらうには、
           どうしたらいいのか？」
　○演劇講座
　○読み聞かせ、ブックトーク実演

28 那覇 浦添市 日高 智子 ○

29 那覇 浦添市 川満 裕子 ○

24 那覇 那覇市 石黒 冨美子 ○

１．大人向け
　○ボランティア養成講座の講師
    図書館・小学校における読み聞かせに関する研修･
    選書のアドバイス、プログラム作り、パネルシアター
    などの制作について
    (対象：学校で読み聞かせを行っている保護者、
     一般の方)
　○大人のためのおはなし会(語りを主体)
  ○ブックトークの講演・実演

２．子ども向け
　○家庭科授業(高校)の講師
　　絵本作りの事前授業
    (絵本の基本的知識、作るときのポイント、読み聞
     かせのアドバイス)
　○おはなし会における実演
　　要望に合わせて実施可
  ○小・中学校にて朝の読み聞かせ
　○ブックスタート事業の対面スタッフ
　○ブックトークの講演・実演
　　※各年齢層に応じたアドバイスが可能

○ ○ ○

子ども向け
内容No 地区 市町村 氏　　　名

大人向け



講演 実演 講演 実演

30 那覇 南大東村 宮城 優子 ○

31 那覇 浦添市 赤嶺　なをみ ○ ○ ○ ○

１．子ども、大人向け
　○保育士経験を生かした絵本の読み聞かせに関する
　　講座(絵本活用法、子育て支援など)
  ○オリジナルしまくとぅば絵本『モーモーぐゎーぬ
    えんそうくゎい』、『森ぬゆうびんやさん』の読み
    聞かせやイベント実施

２．子ども向け
　○読み聞かせの実演
　　 (対象：乳幼児～小学生、特別支援学校)

32 那覇 浦添市 屋良　百合 〇
1．子ども向け
　○読み聞かせ実演、ブックトーク実演
　

33 那覇 浦添市 岸本　美穂 〇
１．子ども向け
　○昔話の違いや、昔話をクイズにして楽しみながら伝
   える。(童謡についても対応)
　

34 那覇 那覇市 玉城　恵 ○
　

35 那覇 那覇市 伊志嶺　綾日 ○ ○ ○ ○

１．子ども、大人向け
　○絵本の読み聞かせ実演(対象：幼児～一般)
　○昔話の読み聞かせ、素ばなし(対象：小学生～一般)
  ○ブックトーク実演
    (対象：小学校高学年～一般)
　○ビブリオバトル実施支援
   (対象：小学校高学年～一般)

36 那覇 那覇市 大城　美智子 ○

37 那覇 久米島町 新垣　希 ○ ○ ○ ○

１．大人向け
　○読み聞かせ講座
    (保護者向けに親子で楽しむ方法、ボランティア向け
     に集団への実施方法)
　○ブックトークに関する講演
　○読み聞かせ、ブックトーク、ビブリオトーク実演

２．子ども向け
　○ビブリオバトルに関する講座、活動支援
　○おはなし会実施支援
  ○読み聞かせ(絵本・紙芝居)、パネルシアター、
　　エプロンシアター、ペープサート、人形劇、ブック
　　トーク実演

38 島尻 糸満市 城野里江 ○ ○ ○ ○

１．大人向け
　○「子どもの耳を育てる」というテーマの講座
　○ブックトークの実施方法、子どもの本の選び方・
    読み方、心構えなどに関して講演・実演

２．子ども向け
　○「読書習慣を身につけるには」という内容の講座
    (対象：幼児～小学校高学年)
　○ブックトーク、おはなし会の実施支援

39 島尻 糸満市 大城 むつみ ○ ○ ○ ○

１．大人向け
　○公民館講座の講師
　　読み聞かせの仕方・実演(コロナ禍の中での読み聞か
　　せ)
  ○絵本、紙芝居の実演(2つの違いについて)

２．子ども向け
　○読み聞かせ活動(対象：小・中学校)
　〇子どもと一体となって楽しむ方法

No 地区 市町村 氏　　　名
大人向け 子ども向け

内容



講演 実演 講演 実演

40 島尻 南風原町 儀間 千恵 ○ ○ ○ ○

１．大人向け
　○学校や地域における読み聞かせサークルの運営や活
    動推進のアドバイス、ワークショップ(依頼に応じた)
　○コロナ禍での活動実施の情報提供とアドバイス
　○本の持ち方や見せ方等の実演、年齢に応じた本の
    紹介やブックトーク(依頼に応じた)

２．子ども向け
　○ブックトークに関する講座(依頼に応じた)
　○ブックトーク実演(依頼に応じた)
　○地域の小中学校での読み聞かせ

41 島尻 豊見城市 真玉橋 美奈子 ○

43 島尻 八重瀬町 金城　志野 〇

44 島尻 八重瀬町 松川　沙奈 〇

45 島尻 南風原町 金城　美佳 〇

46 島尻 南城市 堀江　文子 〇

47 宮古 宮古島市 加持 旬見 〇

48 宮古 宮古島市 佐渡山 政子 ○ ○

１．大人・子ども向け
　○宮古の民話、民話の紙芝居、伝承の旅案内
　○「人頭税」関係の史跡の案内
　○文学碑の案内(島内)

49 宮古 宮古島市 与那覇　かおる ○

50 宮古 宮古島市 平良　絹代 ○ ○ ○

１．大人向け
　○本のレファレンスに関する講演・支援
　　(対象：読み聞かせボランティア)

２．子ども向け
　○絵本の読み聞かせ実演(対象：幼児・小学生)
  ○ブックスタート実演(対象：４ヶ月乳幼児)
　○ブックトーク実演・支援(対象：小・中学生)
　○ビブリオバトル実演・支援(対象：小・中学生)
　○紙芝居、エプロンシアター、ペープサート、
　　手袋シアター実演

42 島尻 豊見城市 高村　滋人 ○ ○ ○

１．大人向け
　○子どもも大人も笑顔になる読み聞かせ講座
   (20～90分)
　○父親向けの「ブックスタート」に関する実演・講座

２．子ども向け
　○子どもも大人も笑顔になる読み聞かせ講座
    (20～90分）
  ○絵本講座(入試・検定対策)
　 (対象：高校生)
　  ※保育園職場体験受入も可
　○読み聞かせ実演
　 (幼稚園、保育園、小・中学校、各種イベント、
    図書館にて)
　○平和学習読み聞かせ
　 (対象：小学生)
※保育園長による子どもも大人も楽しい参加型の読み聞
  かせや講座
※「楽しい絵本」「新しい絵本」「自然科学の絵本」が
  得意
※保育現場での読み聞かせ対応可
※離島もOK

○

大人向け 子ども向け
内容No 地区 市町村 氏　　　名



講演 実演 講演 実演

51 宮古 多良間村 下地　高子 ○

52 八重山 石垣市 池田 哲子 ○

53 八重山 石垣市 久原 道代 ○ ○ ○ ○

１．大人向け
　○子ども読書の重要性を中心に、子どもの成長と読書に
    かかる大人の役割についての講演
　○読み聞かせと語りについての講演
  ○年齢ごとの本の選び方や年少者への読み聞かせ、大勢
    の前での読み聞かせの方法についての講演
  ○読み聞かせ、語り、エプロンシアター、手あそび、
    ブックトーク実演

２．子ども向け
　○読み聞かせ、語り、エプロンシアター、手あそび、
    ブックトーク実演

54 八重山 竹富町 大城 りさ ○
 

55 八重山 石垣市 宮良　妙子 ○

56 八重山 石垣市 成底　いと子 ○ ○ ○

１．大人・子ども向け
　○読み聞かせの実演
　　(対象：老人会、幼児、小学生)
　○ペープサート、手作り大型紙芝居実演
  ○方言による手遊び、歌

57 八重山 与那国町 外間　美鈴 ○

58 八重山 石垣市 根間 かほり ○ ○ ○ ○

１．大人向け
　○読み聞かせボランティア向け講座の講師
　　選書のアドバイス、読み聞かせの手法、小物を使った
    アイデア等の紹介　(対象：保護者)
　○絵本の読み聞かせ実演
　　大人のためのお話会、朗読

２．子ども向け
　○絵本の読み聞かせ実演
　　(対象：保育園、幼稚園、小学校、中学校)
　○小道具を使った楽しい読み聞かせ
　　(手袋シアター、牛乳パックいろいろ)

No 地区 市町村 氏　　　名
大人向け 子ども向け

内容


