
内容 場所

5日 （日）10時30分～
　　　13時30分～

映画「じんじん」須坂市上映
会

映画上映会 メセナホール 大ホール

14日 （火）14時～ 第１回研究会 平成27年度初顔合わせ（自己紹介等）及び組織について
平成27年度構成団体名簿について
平成27年度研究会活動について
読み聞かせ研修（玉井さんによる本の紹介）「子どもの図書館」「子どもと本」

旧上高井郡役所

17日 （金）9時30分～ 第24回おはなしフェスティバ
ル

おはなし会出演
・大型絵本「もこもこもこ」
・大型紙芝居「たべられたやまんば」
・すざかしどうぶつえんえほん「トットトト」
・パネルシアター「ころころパンケーキ」
　　参加者／湯本会長、富沢さん、寺坂さん、中村さん、山岸さん、
　　　　　　　　佐藤さん、加藤さん、返町さん、碓井さん、事務局　豊田
講演会／子どもの本を伝える人へ～作り手の視点～　講師：文平館長

県立長野図書館

23日 （木）13時～ 平成27年度子ども読書の日
記念“子どもの読書活動推
進フォーラム”

子どもの読書活動推進フォーラム～子どもの読書が未来を拓く！～
・式典
・特別講演／読むこと　書くこと　講師：浅田次郎氏（作家）
・事例発表と対談
・表彰式　平成27年度子どもの読書活動優秀実践団体　文部科学大臣表彰受

国立オリンピック記念青少
年総合センターカルチャー
棟

19日 （火）14時～ 第２回研究会 平成27年度北信地区社会教育委員連絡協議会発表について
平成26年度収支報告について
地域発元気づくり支援金活用事業須坂市動物園どうぶつ写真英語絵本につい
て
お話し会＆読み聞かせスキルアップについて
すざかしどうぶつえんえほん「トットトト」の紙芝居化について
第34回ふれあい広場参加について

旧上高井郡役所

19日 （火）18時00分～ 第4回映画「じんじん」上映
実行委員会

上映会報告
還元金の活用法について

旧上高井郡役所

28日 （火）11時00分～ 幹事・生涯学習スポーツ課
打合せ

研究会事務局の図書館移管について
市立須坂図書館について
　　　湯本会長、清水さん、生涯学習スポーツ課長、小川補佐、豊田

防災活動センター

　６月

11日 （木）14時～ 第３回研究会 お話し会 & 読み聞かせスキルアップについて
平成27年度北信地区社会教育委員連絡協議会地区研修会について
駒澤嘉須坂生涯学習振興基金助成事業「支援の必要な子どもたちの本」講演
会について
全国訪問おはなし隊の招致について
スローシネマ「じんじん」還元金活用図書の選書について
すざかしどうぶつえんえほん「トットトト」の紙芝居化について
JPIC読み聞かせサポーター実践講座について
第3次長野県子ども読書活動推進計画について
読み聞かせ発表  ねっこわぁく　山中さん、平井さんによる手遊び「かわずのよ
まわり」

旧上高井郡役所

平成２７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

　５月



内容 場所

平成２７年度　須坂市子ども読書活動支援研究会活動報告

期日

4日 （土）10時～ 【子どもゆめ基金助成事業】
お話し会＆読み聞かせスキ
ルアップ講演会

講師：道化師89ちゃん、塚原成幸さん
お話し会：89ちゃんのお楽しみ劇場
演題：笑顔はひとをしあわせにする　大人が笑えば子どもも笑う

旧上高井郡役所

4日 （土）13時～ 打ち合わせ会 平成27年度北信地区社会教育委員連絡協議会地区研修会の演目について
全国訪問おはなし隊の希望日程について

旧上高井郡役所

14日 （木）14時～ 第４回研究会 お話し会 & 読み聞かせスキルアップについて
平成27年度北信地区社会教育委員連絡協議会地区研修会について
全国訪問おはなし隊の招致について
駒澤嘉須坂生涯学習振興基金助成事業「支援の必要な子どもたちの本」講演
会について
スローシネマ「じんじん」還元金活用図書の選書について
読み聞かせ発表  北信地区社会教育委員連絡協議会地区研修会発表者　「も
こもこもこ」「どうぶつにふくをきせてはいけません」「おこだでませんように」「トッ
トトト」

旧上高井郡役所

22日 （水）13時～ 平成27年度 北信地区社会
教育委員連絡協議会

アトラクション（読み聞かせ）
・もこもこもこ（大型絵本）
・どうぶつにふくをきせてはいけません（パワーポイント）
・カレーライス（パネルシアター）
・おこだでませんように（パワーポイント）
活動報告　発表者：湯本会長
・藤田浩子さん講演会…「ほしい」（仕掛、小道具紹介）
・宮西達也さん講演会…「おっぱい」（大型絵本紹介）
・塚原成幸さん講演会…「まんまるまんまたんたかたん」（紙芝居紹介）
・被災地支援……………「しゃぼんだま」（歌、キラキラしゃぼんだま紹介）
　　　　　　　　　　　　　　　　「たべられたやまんば」（大型紙芝居紹介）
・配布・販売品…………「すざかしどうぶつえんかるた」「トットトト」実物紹介
　　　　　　　　　　　　　　　「トットトト」（パワーポイントで読み聞かせ）
参加者：湯本理恵、清水美奈子、富沢智恵美、加藤節子、尾島智恵、佐藤里
美、
山岸淳子、事務局

中央公民館3階ホール

　８月

25日 （火）14時～ 第５回研究会 平成27年度北信地区社会教育委員連絡協議会地区研修会の発表について
子どもゆめ基金助成事業　お話し会＆講演会収支報告
全国訪問おはなし隊（講談社主催）の招致について
駒澤嘉須坂生涯学習振興基金助成事業講演会について
スローシネマ「じんじん」還元金活用図書について
東日本大震災被災地支援活動について
読み聞かせ研修（清水さんによる本の紹介）「おめんです」「どうぶつサーカス
はじまるよ」「キャラメルの木」

旧上高井郡役所

　９月 12日 （土）13時30分～ 第17回信州岩波講座2015 信州岩波講座図書贈呈事業図書目録贈呈式（湯本会長） メセナホール

　７月



内容 場所

平成２７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

18日 （金）13時30分～ 被災地支援用図書準備
第６回研究会

図書のラベル貼り・梱包
［会議］
・全国訪問おはなし隊の招致について
・ふれあい広場　かるた＆絵本販売について
・駒澤嘉須坂生涯学習振興基金助成事業講演会について
・東日本大震災被災地支援活動について
・研究会文庫の貸出しについて

メセナホール2F会議室

2日 （金）14時～17時 全国訪問おはなし隊（相之
島保育園）準備

事前準備（プレゼント準備）
おはなし会の練習「もこ　もこもこ」「のりものいろいろかくれんぼ」「せんろはつ
づく」

旧上高井郡役所

5日 （月）14時～
　　　15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
（湯本会長、清水さん、富沢さん、加藤さん、尾島さん、たんぽぽの会さん・事務
局　豊田）

須坂市立相之島保育園

9日 （金）14時～17時 全国訪問おはなし隊（旭ヶ
丘小学校）準備

事前準備（プレゼント準備）
おはなし会の練習「わにわにのおふろ」「せんろはつづく」「はじめてのおつか
い」

旧上高井郡役所

13日 （月）9時～
　　　10時40分

全国訪問おはなし隊
（旭ヶ丘小学校・北旭ヶ丘保
育園）

おはなし隊協力
（清水さん、富沢さん、尾島さん、碓井さん、寺坂さん・事務局　豊田）

須坂市立旭ヶ丘小学校

17日 （土）10時～14時 ふれあい広場 すざかしどうぶつえんかるたの販売
（湯本会長・清水さんほか）

メセナホール

22日 （木）18時～ 第７回研究会 全国訪問おはなし隊（講談社主催）の招致について報告
ふれあい広場について報告
駒澤嘉須坂生涯学習振興基金助成事業講演会について
東日本大震災被災地支援活動について
「森のおうち」勉強会について
読み聞かせ研修　被災地支援メンバーによる発表「もこ　もこもこ」「カレーライ
ス」「大きな荷物」「ブレーメン」、ティンカーベル中村さんによる活動報告発表

旧上高井郡役所

24日 （土）13時30分～
　　　16時45分

心の教育・長野フォーラム
2015

講演会参加および、第１分科会「本を読む」にて「ティンカーベル」の活動報告
（ティンカーベル：中村さん、事務局　豊田）

長野県総合教育センター
（塩尻市）

31日 （土）16時30分～ 被災地支援おはなし会練習 被災地支援メンバーによる練習　「大きなかぶ」「大きな荷物」 旧上高井郡役所
4日

  ～6日
（水）
（金）

被災地支援 被災地での読み聞かせおよび絵本の寄贈など（信州岩波講座実行委員会との
共同事業）
・岩手県山田町の３園（山田中央保育園、山田第二保育所、山田幼稚園）

岩手県山田町

13日 （金）14時～ 第８回研究会 東日本大震災被災地支援活動について報告
駒澤嘉須坂生涯学習振興基金助成事業講演会について
勉強会について
須坂市子ども読書活動支援研究会会計係の設置について
すざか子ども読書ちゃれんじコメントカードの選考及び、図書館へのコーナー設
置（本の帯付け作業）の協力について
読み聞かせ発表  被災地支援ビデオ鑑賞

旧上高井郡役所

１１月

１０月



内容 場所

平成２７年度　須坂市子ども読書活動支援研究会活動報告

期日

18日 （水）14時～ おはなし会 障害をもっている大人の方メインのおはなし会
参加者／湯本会長、清水副会長、山岸さん、寺坂さん（あかりの会）、佐藤さん
（キラキラぱーく）、山岸さん（キラキラぱーく）

東長野病院

20日 （金）10時～ 【駒澤嘉須坂生涯学習振興
基金助成事業】
講演会

講師：越高　令子さん、谷口　和恵さん
演題：絵本の読み聞かせはだれのため　～絵本がひらく心と言葉～

旧上高井郡役所

9日 （水）8時40分～ 勉強会 森のおうち「震災で消えた小さな命展３」＆安曇野市中央図書館穂高交流学習
センター「みらい」　見学会
参加者団体：キラキラぱーく、たんぽぽの会、ねっこわぁく、かたくりの会、
ティンカーベル、読み聞かせボランティア星の声、生涯学習スポーツ課

安曇野市中央図書館・穂
高交流学習センター「みら
い」
絵本美術館「森のおうち」

15日 （火）14時～ 第９回研究会 東日本大震災被災地支援活動について
駒澤嘉須坂生涯学習振興基金助成事業講演会について
森のおうち「震災で消えた小さな命展Part3」、穂高交流学習センター「みらい」
見学会について
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、コメント
カードの選考
高甫地域公民館で年初めおはなし会について
ふれあい広場について社協から報告書
次年度事業について
地域発元気づくり支援金の募集について
読み聞かせ発表会（本の紹介）

旧上高井郡役所

25日 （金）13時30分～ 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

1日 （金・祝）13時～
14時45分

販売 動物園でハッピーニューイヤー
絵本、かるたの販売（湯本会長、加藤さん、豊田）

須坂市動物園

6日 （水）13時30分～ 新春「お話の広場」 参加者：キラキラぱーく（湯本さん、山岸さん）、たんぽぽの会（清水さん、永戸
さん）、須坂あかりの会（加藤さん、寺坂さん）、かたくりの会（富沢さん）、事務
局
演目：もこ　もこもこ（大型絵本）、いなむらの火（大型紙芝居）、だんだんのみ
（ブラックパネルシアター）、ふくろうのそめものやさん（ブラックパネルシア
ター）、おもち！（絵本）、七福神（パネルシアター・参加型）、大きな荷物（仕掛
話・歌「365日の紙飛行機」・紙飛行機）

高甫地域公民館

１１月

１２月

　１月



内容 場所

平成２７年度　須坂市子ども読書活動支援研究会活動報告

期日

　１月

20日 （水）14時～ 第10回研究会 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
動物園でハッピーニューイヤーかるた・絵本販売について
高甫地域公民館おはなし会について
須坂市子ども読書活動支援研究会設置要項の見直し・改正
次年度事業について
かるた・絵本販売手数料の活用について
ボランティア保険の紹介
読み聞かせ発表会　湯本さんより岩手県滝沢市制作絵本「チャグチャグうまっ
こ」「いわてさん」「えちぜんぜき」の紹介
すざか子ども読書ちゃれんじ殿堂級表彰式でおはなし会の依頼

旧上高井郡役所

２月

10日 （水）14時～ 第11回研究会 かるた・絵本販売手数料の活用について
本年度事業報告について
次年度事業計画について
読み聞かせ発表　お話のいずみ　玉井さんよりストーリーテリング「そらをもち
あげよう／末吉正子」

旧上高井郡役所

8日 （金）
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
・「チャグチャグうまっこ」「心のヒカリ」「キャラメルの木」（湯本さん、清水さん、
富沢さん、佐藤さん（キラキラぱーく））

中央公民館3階ホール

15日 （火）
11時～14時30分

第12回研究会・親睦会 読み聞かせボランティアの親睦会（昼食会）
平成28年度活動について
平成28年度研究会役員について
読み聞かせ発表（プティパの山田さん「とんでもない（鈴木のりたけ）」）

旧上高井郡役所３月

その他

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）
　※絵本および児童書約220冊（信州岩波講座寄贈図書の活用）、29冊（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約210冊（安心子ども基金の活用、読み聞かせ活動の謝礼）
　※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

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


