
地区 評議員 市町村 校種 氏　　名 職　名 学　　　　校 TEL FAX

豊中市 小学校 吉川　孝史 校長 豊中市立中豊島小学校 06-6863-4646 06-6862-4904 

池田市 小学校 草野　洋和 校長 池田市立石橋南小学校 072-761-6768 072-761-6769

箕面市 小学校 中西　庸介 校長 箕面市立中小学校 072-721-0601 072-722-2685 

豊能町 小学校 増田　 ゆか 校長 豊能町立光風台小学校 072-738-2361 072-738-2654

能勢町 小学校 三島  経一朗 教頭 能勢町立能勢小学校 072-743-9028 072-743-9028

吹田市 小学校 梶川　知子 教諭 吹田市立山手小学校 06-6387-5791 06-6387-7642

摂津市 小学校 山崎　隆史 首席 摂津市立味生小学校 06-6349-1853 06-6340-0287

茨木市 小学校 小山　 梓 教諭 茨木市立中津小学校 072-634-3478 072-633-9147

高槻市 小学校 高津　志帆 教諭 高槻市立津之江小学校 072-673-9011 072-673-9013

島本町 小学校 前田　享子 教諭 島本町立第二小学校 075-961-1195 072-961-1196

小学校 吉川　弘美 校長 守口市立よつば小学校 6901-5425 6907-2653

中学校 千石　仮名江 校長 守口市立樟風中学校 6992-7181 6995-2537

小学校 桐山　智巳 校長 枚方市立開成小学校 050-7102-9016 072-854-0410

中学校 足立　一彦 校長 枚方市立第二中学校 050-7102-9185 072-832-3624

小学校 早川　健治 校長 寝屋川市立南小学校 072-825-9007 072-820-7455

中学校 森　　文子 校長 寝屋川市立第十中学校 072-835-9296 072-834-6993

小学校 山本　克 校長 大東市立泉小学校 072-871-6786 072-871-6701

中学校 山田　猛男 校長 大東市立谷川中学校 072-871-5471 072-871-5472

小学校 井手 邦宏 校長 門真市立北巣本小学校 072-882-7427 072-882-7428

中学校 藤本 幸二 校長 門真市立第五中学校 072-883-4848 072-883-4849

小学校 羽森　清司 校長 四條畷市立四條畷小学校 072-876-0085 072-876-0086

中学校 乾　昭彦 校長 四條畷市立四條畷中学校 072-876-1200 072-877-2483

小学校 青木　恵理 校長 交野市立岩船小学校 072-891-6161 072-891-6288

中学校 岸本　秀樹 校長 交野市立第一中学校 072-891-1237 072-891-5046

小学校 林　和展 校長 東大阪市立縄手北小学校 072-982-0822 072-982-4387

中学校 寺脇　啓介 校長 義務教育学校池島学園（後期課程） 072-987-6320 072-987-7893

八尾市

柏原市 小学校 大内　和子 教諭 柏原市立国分東小学校 072-975-3400 072-975-3566

小学校 髙井　万里子 教諭 松原市立松原南小学校 072-332-1650 072-332-1670

中学校 山田　悟朗 教諭 松原市立松原第六中学校 072-339-2506 072-339-2516

小学校 松川雅美 教諭 藤井寺市立藤井寺北小学校 072-938-0791 072-938-0781

中学校 坂戸　竜之介 藤井寺市立道明寺中学校 072-939-7110 072-938-6985

小学校 竹下　多恵 教諭 羽曳野市立　羽曳が丘小学校 072-958-3361 072-958-3362

中学校 伊藤　慎治 羽曳野市立はびきの埴生学園 072-953-0007 072-952-3965

小学校 平島育子 教諭 富田林市立東条小学校 0721-34-3108 0721-33-5524

中学校 嵯峨山　菜摘子 富田林市立第三中学校 0721-34-3206 0721-33-5526

小学校 渡部香奈子 教諭 河内長野市立加賀田小学校 0721-62-2916 0721-62-2994

中学校 西岡　涼 河内長野市立千代田中学校 0721-54-6000 0721-54-6099

小学校 平  未央子 大阪狭山市立第七小学校 072-366-0033 072-366-0153

中学校 中里　好江 大阪狭山市立南中学校 072-365-7200 072-365-7202

小学校 清水真美子 教諭 太子町立山田小学校 0721-98-0049 0721-98-0177

中学校 牟田　結香 太子町立中学校 0721-98-0043 0721-98-2369

堺市 寺田　孝志 校長 堺市立上野芝小学校 072-271-4123 072-271-4124

泉大津市 高橋　敏也 校長 泉大津市立楠小学校 0725-22-0051 0725-31-4036

小学校 鈴川　真理 教諭 和泉市立和気小学校 0725-44-2253 0725-44-0602

中学校 長村　哉 教頭 和泉市立南池田中学校 0725-56-5211 0725-57-0092

高石市・忠岡町 東　ひろみ 教頭 高石市立取石小学校 072-272-2945 072-274-6574

小学校 田中　千枝 教諭 岸和田市立朝陽小学校 072-422-0302 072-437-1481

中学校 矢野　聖香 教諭 岸和田市立久米田中学校 072-445-0157 072-445-0535

貝塚市 小学校 永井　隆幸 指導主事 貝塚市教育委員会　学校教育課 072-433-7113 072-433-7053

小学校 永野　弥生 教諭 泉佐野市立佐野台小学校 072-464-0935 072-464-0900

中学校 村田　奈緒子 教諭 泉佐野市佐野中学校 072-464-6171 072-464-6177

泉南市 小学校 中村　実里 教諭 泉南市立東小学校 072-482-3500 072-482-3580

阪南市 小学校 嶋田　由香理 教諭 阪南市立尾崎小学校 072-473-0541 072-4730544

小学校 大辻　秀子 教諭 岬町立多奈川小学校 072-495-5028 072-495-5510

中学校 吉村　貴裕　 熊取町立熊取南中学校 072-452-7772 072-452-7773

◆私立中 谷嶋　正彦 図書館副館長 大阪信愛女学院中・高等学校 06-6939-4391 06-6939-3590

◆私立小 森本 浩美 教諭 賢明学院小学校 072-241-2657 072-241-5059

◆府立中

◆支援学校 稲野早苗 首席 府立箕面支援学校 072-728-1245 072-728-5694

◆国立 藤田　勝如 教諭 大阪教育大学附属天王寺中学校 06-6775-6045 06-6771-2718

◆高校 木田　誠 教諭 大阪府高等学校図書館研究会
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