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

豊中市 小学校 江尻　暁子 校長 豊中市立克明小学校 06-6841-0021 06-6857-4933

池田市 小学校 尾﨑　昌代 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 箕面市立とどろみの森学園 072-739-0087 072-739-2560

豊能町 小学校 張　　裕太郎 校長 豊能町立東ときわ台小学校 072-738-3451 072-738-1914

能勢町 小学校 塩出　雅之 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 小澤　美由紀 教諭 摂津市立三宅柳田小学校 072-632-6618 072-632-6699

茨木市 小学校 入山　ちさと 教諭 茨木市立茨木小学校 072-624-3132 072-621-6391

高槻市 小学校 髙田　聖美 校長 高槻市立南平台小学校 072-695-5751 072-695-5752

島本町 小学校 松本　大樹 教諭 島本町立第一小学校 075-961-1193 075-961-1194

小学校 多井中　慶司 校長 守口市立佐太小学校 06-6902-1171 06-9607-2665

中学校 千石　仮名江 校長 守口市立樟風中学校 06-6992-7181 06-6995-2537

小学校 岩谷　知里 教諭 枚方市立春日小学校 050-7102-9024 072-854-0036

中学校 鶴島　茂樹 校長 枚方市立第四中学校 050-7102-9195 072-854-0865

小学校 森　文子 校長 寝屋川市立池田小学校 072-838-9751 072-839-4640

中学校 宇佐美　和恵 校長 寝屋川市立第十中学校 072-835-9296 072-834-6993

小学校 山田　猛男 校長 大東市立灰塚小学校 072-874-7951 072-874-7952

中学校 岡本　功 校長 大東市立住道中学校 072-872-7351 072-872-7352

小学校 小西　健 校長 門真市立東小学校 072-884-4511 072-884-4721

中学校 高野　浩恵 教諭 門真市立門真はすはな中学校 06-6901-5243 06-6901-0203

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 鉄　寿広 校長 四條畷市立田原中学校 0743-78-1490 0743-78-1491

小学校 恒松　小百合 校長 交野市立藤が尾小学校 072-892-5821 072-892-5552

中学校 小嶺　彰博 校長 交野市立第一中学校 072-891-1237 072-891-1420

小学校 岸本成生 校長 東大阪市立枚岡西小学校 072-984-1031 072-984-2392

中学校 秦　悦子 校長 東大阪市立玉川中学校 072-961-6621 072-966-6745

八尾市 小・中学校 堀辻　真美 教諭 八尾市立北山本小学校 072-922-2490 072-997-2360

柏原市 中学校 宮本　貴章 教諭 柏原市立堅下北中学校 072-973-0065 072-973-0057

小学校 西尾　千尋 教諭 松原市立松原北小学校 072-332-0431 072-332-0535

中学校 西川　範子 教諭 松原市立松原第七中学校 072-339-2507 072-339-2516

小学校 松本　菜奈 教諭 藤井寺市立藤井寺小学校 072-939-7105 072-939-7106

中学校 吉村　光司 教諭 藤井寺市立藤井寺第三中学校 072-938-0040 072-938-0596

小学校 中村　康二 教諭 羽曳野市立はびきの埴生学園 072-953-0007 072-952-3965

中学校 中島　佐知子 教諭 羽曳野市立峰塚中学校 072-958-3301 072-956-7423

小学校 仲野　和義 教諭 富田林市立向陽台小学校 0721-29-1226 0721-28-6826

中学校 川原一樹 教諭 富田林市立葛城中学校 0721-28-3761 0721-28-6828

小学校 上田　奈津世 教諭 河内長野市立楠小学校 0721-53-8371 0721-53-8343

中学校 大多　仁美 教諭 河内長野市立長野中学校 0721-53-2266 0721-53-2249

小学校 大澤　昌史 教諭 大阪狭山市東小学校 072-365-0044 072-365-0045

中学校 山根　章子 教諭 大阪狭山市立狭山中学校 072-365-0071 072-365-0044

小学校 浅岡　　裕理恵 教諭 千早赤阪村立千早小吹台小学校 0721-72-7100 0721-72-1927

中学校 梅島　典子 教諭 河南町立中学校 0721-93-2263 0721-93-7566

堺市 泉元　利夫 校長 堺市立美原西中学校 072-361-6500 072-361-7194

泉大津市 植村　佳世 教諭 泉大津市立楠小学校 0725-22-0051 0725-31-4036

小学校 中野　剛寛 教頭 和泉市立北松尾小学校 0725-54-0066 0725-54-1906

中学校 柴田　邦浩 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 校長 高石市立高陽小学校 072-263-7577 072-265-1064

小学校 飯田　洋子 教諭 岸和田市立八木南小学校 072-445-5894 072-445-5984

中学校 樋口　素子 教諭 岸和田市立春木中学校 072-423-0006 072-423-0007

貝塚市 小学校 大西　幸子 教諭 貝塚市立西小学校 072-422-0317 072-431-2985

小・中学校 中尾　祥子 教諭 泉佐野市立第三中学校 072-464-6191 072-464-6122

泉南市 小学校 山岸　早苗 教諭 泉南市立砂川小学校 072-484-0251 072-484-0252

阪南市 小学校 岡田　勝志 教諭 阪南市立朝日小学校 072-473-2014 072-473-2240

小学校 宮脇　真弓 教諭 泉南郡田尻町立小学校 072-465-0008 072-465-3634

中学校 紀之定　美知代 司書教諭 熊取町立熊取北中学校 072-453-3377 072-453-3378

◆私立小 森本 浩美 帆玉　利恵 教諭 関西創価小学校 072-834-0611 072-834-0618

◆私立中 河村　麻紀 河村　麻紀 司書教諭 同志社香里中学校・高等学校 072-831-0285 072-834-3750

◆府立中 大門 和喜 大畠　仁美 司書教諭 大阪府立富田林中学校 0721-23-2281 0721-23-2204

◆国　立 中川　雅子 中川　雅子 教諭 大阪教育大学附属池田小学校 072-761-3591

◆支援学校 白井　公仁 中野　友絵 教諭 大阪府立佐野支援学校

◆高校 桝井 則子 木田　誠 教諭 大阪府高等学校図書館研究会
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◆豊能 江尻　暁子

◆三島 岸本　智子

大東市

寝屋川市


