
内容 場所

13日 （木）13時30分～ 第１回研究会 平成29年度初顔合わせ（自己紹介等）及び組織について
平成29年度構成団体名簿について
平成28年度収支報告について
平成29年度研究会活動について
おはなし会について
ブックトーク

図書館西館２階研修室

22日 （土）10時30分～ こどもの読書週間
おはなしでんしゃ

午前の部出演団体／キラキラぱ～くほか
午後の部出演団体／たんぽぽの会ほか

長野電鉄須坂駅5番線
ホーム

6日 （土）11時～ 図書館おたのしみ会 演目：大型絵本「もこもこもこ」、大型絵本「トットトト」、ペープサート「ぶんぶく
ちゃがま」、大型絵本「はじめてのおつかい」、パネルシアター「ころころパンケー
キ」
出演：清水会長、湯本さん、富沢さん、中村さん、青木さん、寺坂さん（須坂あか
りの会）、山岸さん（キラキラぱーく）、佐藤さん（キラキラパーク）、高橋さん（た
んぽぽの会）、唐沢さん（たんぽぽの会）、豊田（事務局）

須坂図書館えほんコー
ナー

17日 （水）13時30分～ 第２回研究会 おはなし電車、図書館おたのしみ会について報告
スマイル・ママ・フェスタについて
ブックトーク及びオススメ本リストの作成について

図書館西館２階研修室

26日 （金）13時～ 図書館引っ越し手伝い 机・椅子の移動、西館物品棚の整理 図書館
27日 （土）10時30分～ スマイル・ママ・フェスタ in 須

坂　おはなし会
演目：大型絵本「トットトト」、ペープサート「さるじぞう」、パネルシアター「ころころ
パンケーキ」
出演：清水会長、湯本さん、富沢さん、中村さん、山岸さん（キラキラぱーく）、佐
藤さん（キラキラパーク）、豊田（事務局）

市民体育館

10日 （土）10時～15時30分 ステップアップ講座1≪絵本か
ら ひとり読みへ≫

特別講義　　講師　吉田新一氏（立教大学名誉教授・児童文学研究者）
　　　　　　　　演題　絵本の愉しみ～アメリカの絵本から学ぶ～
講義１　　　　講師　山浦美幸氏（ざしきわらし主宰・上田女子短大非常勤講師）
　　　　　　　　演題　『読書　大好き』ひとり読みへのプログラム　その１
　　　　　　　　　　　　～子どもが「本を読む」ってどういうことでしょう～
参加者：清水会長、青木さん、山岸さん（キラキラぱ～く）、佐藤さん（キラキラぱ
～く）、坂口さん（おっさんず・図書館ボランティア）、事務局　文平館長、豊田

松本市安原公民館

16日 （金）13時30分～ 第３回研究会 スマイル・ママ・フェスタについて報告
平成29年度ステップアップ講座≪絵本からひとり読みへ≫について報告
ブックトーク及びオススメ本リストの作成について

図書館西館２階研修室

　７月

5日 （水）13時30分～ 第４回研究会 新規会員の紹介
本とあそぼう！全国訪問おはなし隊について
登録団体調査票について
市立須坂図書館見学
ブックトーク及びオススメ本リストの作成について

図書館西館２階研修室

10日 （木）13時30分～ 第５回研究会 本とあそぼう！全国訪問おはなし隊について
ブックトーク及びオススメ本リストの作成について

図書館西館２階研修室

26日
27日

（土）
（日）

全国紙芝居まつり長野大会 全国紙芝居まつり参加（湯本さん、富沢さん）
あっちこっち紙芝居（市立須坂図書館）見学

清泉女学院、須坂図書館
絵本コーナー

平成２９年度　須坂市子ども読書活動支援研究会活動報告

期日

４月

　８月

　５月

　６月



内容 場所

平成２９年度　須坂市子ども読書活動支援研究会活動報告

期日

９月 3日 （日）10時～12時 おはなしびっくり箱 出演団体／キラキラぱ～く、須坂あかりの会、プティパほか 旧上高井郡役所
9日 （土）9時30分～12時 全国訪問おはなし隊の説明会 「全国訪問おはなし隊」の紹介ビデオ鑑賞、主旨説明、読み聞かせワンポイント

レッスンほか
ＪＡ長野県ビル

13日 （水）13時30分～ 第６回研究会 各種講習会、学習会等参加報告
信州須坂図書館まつり秋のおたのしみ会について
心の教育・長野フォーラム分科会発表について
ファーストブックの選書について
ブックトーク及びオススメ本リストの作成について

図書館西館２階研修室

12日 （木）13時30分～ 第７回研究会 信州須坂図書館まつり秋のおたのしみ会及び心の教育・長野フォーラムについ
て報告
ファーストブックの選書・決定
平成30年度子どもゆめ基金募集について
平成30年駒澤嘉須坂生涯学習振興基金助成事業について
心の教育・長野フォーラム、図書館まつり演目練習

図書館西館２階研修室

14日 （土）10時～15時30分 ステップアップ講座2≪絵本か
ら ひとり読みへ≫

講義２　「絵本とは」
講義３　「本を選ぶ　ひとり読みへのプログラム　その２」
参加者：清水会長、湯本さん

上田市情報ライブラリー

28日 （土）10時～ JPIC読み聞かせサポーター
講習会

特別講演講師　浜田桂子さん
参加者：湯本さん

ＪＡ長野県ビル

28日 （土）13時～ 心の教育・長野フォーラム 発表：清水会長
演目：もこもこもこ［大型絵本］、みずいろのマフラー［絵本］、きぼう［絵本］
参加：清水会長、湯本さん、富沢さん、青木さん、碓井さん、豊田

千曲市あんずホール

4日 （土）11時～11時40分 信州須坂図書館まつり　秋の
おたのしみ会

演目：うし［絵本］、コート［仕掛け］、もこもこもこ［大型絵本］、あたまにかきのき
［紙芝居］、ぽんたのじどうはんばいき［大型絵本］、ころころ じゃっぽーん 秋
バージョン［紙芝居］、さるかに合戦［パネルシアター］
出演：清水会長、湯本さん、富沢さん、尾島さん、中内さん、豊田（事務局）

図書館えほんコーナー

4日 （土）13時～ おとなのための朗読会 出演：清水会長、碓井さんほか 旧上高井郡役所
4日 （土）17時～ やってみよう！聞いてみよ

う！ビブリオトーク
すざか子ども読書ちゃれんじ─中学生版─ビブリオトークの協力 図書館西館２階研修室

10日 （金）10時30分～11時
35分

全国訪問おはなし隊
（高甫小学校）

おはなし隊協力：清水さん、青木さん、湯本さん、富沢さん、事務局　豊田
演目：［高甫小］うし、あらまっ！、こぞうさんとりゅうのたま、うどん対ラーメン、イ
カタコツルツル

高甫小学校駐車場、視聴
覚室

10日 （金）15時～16時05分 全国訪問おはなし隊
（相之島保育園）

おはなし隊協力：湯本さん、富沢さん、事務局　豊田
演目：うし、いただきますのおつきさま、あたまにかきのき、ぽんたのじどうはん
ばいき、ショコラちゃんのおでかけドライブ、おめんです２、さつまのおいも、りん
ごがコロコロコロリンコ、つかまえた！

相之島保育園園庭、ホー
ル

11日 （土）9時～16時 平成29年度　第67回長野県
図書館大会／第29回北信地
区学校図書館研究大会

第12分科会「親と子の喜びは絵本から」
参加者：湯本さん、富沢さん、青木さん、塚田さん（キラキラぱ～く）
第１分科会「公共図書館の可能性～図書館を通した公共圏・コミュニティづくり
～」
参加者：文平館長、事務局　豊田
記念講演　演題「大切な図書館を充実はさせるには─地方自治から図書館を

県立長野図書館
ホクト文化ホール

９月

１０月

１１月



内容 場所

平成２９年度　須坂市子ども読書活動支援研究会活動報告

期日

14日 （火）13時30分～ 第８回研究会 各種おはなし会・研修会等、参加者から報告及び感想発表
オススメ本リストの作成について
平成30年度前期子どもゆめ基金助成について
駒澤嘉須坂生涯学習振興基金助成事業について
ブックトーク

図書館西館２階研修室

18日 （土）10時～15時30分 ステップアップ講座3≪絵本か
ら ひとり読みへ≫

講義４　「絵本との出会い」
講義３　「本を選ぶ　ひとり読みへのプログラム　その３」
参加者：清水会長、湯本さん

諏訪市

30日 （木）14時40分～ 東中学校おはなし会スペシャ
ル見学

おはなし会／たんぽぽの会
ミニビブリオバトル／清水会長、永泉先生、坪井先生

東中学校

19日 （火）13時30分～ 第９回研究会 次年度事業について
駒澤嘉須坂生涯学習振興基金助成事業について
すざか子ども読書ちゃれんじコメントカード紹介コーナー設置について

図書館西館２階研修室

28日 （木）9時～ すざか子ども読書ちゃれんじ
コメントカード紹介コーナー設
置

コメントカードの帯つけ、コメントカード紹介コーナー設置 市立須坂図書館

5日 （金）10時30分～11時
30分

新春「お話の広場」 参加者：キラキラぱ～くのみなさん（湯本さん、山岸さん、佐藤さん、田村さん、
横江さん）　記録：事務局
演目：コカリナ「きらきら星」、絵本「はじめまして」、パネルシアター「十二支のお
はなし」、紙芝居「てんぐのかくれみの」、絵本「あいうえたいそう」、ことば遊び
「あいうえおにぎり」（絵本「かさぶたってどんなぶた」より）、パネルシアター「北
風と太陽」「うさぎとかめ」、ぐーぱー体操「うさぎとかめ」、写真絵本・歌「ふゆめ
がっしょうだん」、手話・歌「空より高く」、コカリナ「夕焼けこやけ」

高甫地域公民館

10日 （水）13時30分～ 第10回研究会 勉強会「第43回　信濃子どもの本と読書の集い」について
オススメ本リストの作成について
すざか子ども読書ちゃれんじ表彰式おはなし会について

図書館西館２階研修室

4日 （日）9時50分～ 勉強会「第43回　信濃子ども
の本と読書の集い」

午前／分科会
午後／講演会
　　　　講師：おーなり由子さん＆はたこうしろうさん
　　　　演題：『絵本なおしゃべり』　～ふたりでえほん談義～

なんなんひろば（松本市）

8日 （木）13時30分～ 第11回研究会 各種おはなし会・研修会等報告
次年度事業について
オススメ本リストの作成について
すざか子ども読書ちゃれんじ表彰式おはなし会について

図書館西館２階研修室

8日 （木）
10時～14時

第12回研究会・親睦会 オススメ本リストの作成について
平成29年度事業反省
平成30年度活動について
平成30年度研究会役員について
読み聞かせボランティアの親睦会（昼食会）

図書館西館２階研修室

12日 （月）
17時40分～55分

読み聞かせ会 すざか子ども読書ちゃれんじ表彰式にて読み聞かせ
・「ことばのかたち」「ももの里」（清水さん、富沢さん、尾島さん）

中央公民館3階ホール

１１月

１２月

２月

３月

　１月



内容 場所

平成２９年度　須坂市子ども読書活動支援研究会活動報告

期日

研究会文庫の設置 ●湯っ蔵んど　1F市民ギャラリー（平成22年度設置）
　※絵本および児童書（信州岩波講座寄贈図書の活用、市民からの寄贈ほか）
●旧上高井郡役所　1F市民交流室1
　※絵本・大型絵本および紙芝居（安心子ども基金の活用、読み聞かせ活動の謝礼、ふおらむ集団999寄贈、信州岩波講座寄贈ほか）
　※市内に研究会文庫を設置し、親子が自由に絵本に接する機会の拡充を図る。また、設置だけでなく文庫図書を各団体が活用
　　したり、設置場所を活用しての読み聞かせ会やその他活動を企画する。

研究会制作品の販売協力 ●すざかしどうぶつえんかるた及び、すざかしどうぶつえんえほん「トットトト」の販売
　※販売場所／須坂市生涯学習スポーツ課、須坂市動物園、市立須坂図書館、須坂市立博物館、創造の家、市内児童センター
　　（中央、東部、北部）、中央公民館、旧上高井郡役所、各地域公民館
●須坂市子ども読書活動支援研究会リーフレット、読んであげたいオススメ絵本012さい、345さい発行配布（平成28年度）

各種読み聞かせ等 ●学校等での（読書週間等）読み聞かせ応援体制の構築
●市内読み聞かせ団体のネットワークの強化
●その他助成金の活用（子どもゆめ基金・駒澤嘉須坂生涯学習振興基金活動助成）
●その他各団体ごとの活動

その他


