
２０１９年度 子ども子そだて部会・読みの活動

読みの会“稲穂”

【おはなしの会】上田情報ライブラリー・絵本コーナー（７月のみ、セミナールーム）

月日 内容

5/11 テーマ「新しい時代になったけれど、昔のお話にもふれてみよう」

『いたずらぎつね』（紙芝居） 『あがりめ さがりめ』（おかあさんと子どものあそびうた）

『うばすて山』（紙芝居）

7/6 テーマ「わたしの、あなたの苦手なもの、きらいなもの」

『おばけなんてないさ』（パネルシアター） 『さんまいのおふだ』 『やさいさん』 『にににん にん

じん』 『やさいぺたぺたかくれんぼ』 『まんじゅうこおわい』（紙芝居）

9/7 テーマ「ようこそ 絵本の動物園へ」

『アルパカパカパカやってきて』 『ライオンをかくすには』 『どうぶつだあれかな』 『ぺんぎんた

いそう』 『いのししのおんがえし』（紙芝居）

11/2 テーマ「外は寒くなるけど、心や体はポカポカ、ほっこりするように」

『やきいもの日』 『ひなたぼっこです』 『カボチャばたけのはたねずみ』 『あぶくたった』

『おさんたぬきとかりゅうど』（紙芝居）

1/11 テーマ「くりかえし」

『おめんです２』（大型絵本） 『くりかえし くりかえし』 『イワシ』 『１本でもニンジン』

『おかえし』

3/7 新型コロナウィルス感染防止のため、中止

【JA上田有線放送】

4月 『ねずみのすもう』 10月 『百物語』

5月 『天国のおとうちゃん』『おかあちゃんがつくったる』 11月 『弱いロボットだからできること』

6月 『ほうまんの池のカッパ』 12月 『マッチ売りの少女』

7月 『ねこのおんがえし』 1月 『だいじょうぶ、だいじょうぶ』

8月 『広島のピアノ』 2月 『さんねん峠』

9月 『ソメコとオニ』 3月 『きつねにょうぼう』

【上田市立南小学校】 朝読書の時間

４/15 ３年（１組）『さくら』 『とりのみじさ』（語り） （２組）『もりのてがみ』 『はるをさがしに』

（３組）『さくら』 『じいじのさくらやま』 『ちょうちょ』

５/20 １年（１組）『しっぽのはたらき』 『だめよ ディビット』 『もっとおおきなたいほうを』

（２組）『しんごうきピコリ』 『ぼくのジィちゃん』（３組）『いちねんせい』 『とりのみじさ』（語り）

（４組）『ダンゴムシ みつけた』（大型絵本） 『だいくとおにろく』 『くだものなんだ』

６/17 ４年（１組）『ねんどぼうや』 『なかまはずれ』 （２組）『とりのみじさ』（語り） 『空の飛びか

た』 『おじさんのかさ』 （３組）『ほうまんの池のカッパ』 『みつけたよ、ぼくだけのほし』

『ダレ・ダレ・ダレダ』



７/16 ２年（１組）『ハシビロコウのはっちゃん』 『キリンがくる日』 『ライオンをかくすには』

（２組）『わかるかな』 『うきわねこ』 『バナナのはなし』 （３組）『子そだてゆうれい』

『いわしくん』 （４組）『いじわるな ないしょオバケ』 『まんまるまんま たんたんたん』（紙芝居）

『ねえ、どれがいい？』

９/17 5年（1組）『王さまの九人のきょうだい』 『あなたがおとなになったとき』 『うえきばちです』

（2組）『いもさいばん』 『カボチャばたけのはたねずみ』 『月の姫』 （3 組）『ひみつのカレー

ライス』 『ゼラルダと人食い鬼』 （4組）『めぐろのさんま』 『やきいもの日』

10/21 6年（1組）『つつじのむすめ』 『わたしのきもちをきいて I家出』 （2組）『鬼のかいぎ』

『Rain Wor’t 雨ニモマケズ』 （3組）『猫檀家』（語り） 『ほうら かめだ』他、瀬川康夫の絵による

本の紹介（「ぼうさまのき」「ことばあそびうた」）

11/18 ３年（１組）『きつねのかみさま』 『とらとほしがき』 『おしくらまんじゅう』 （２組）

『りんごの木』 『おなかのなかで』 （３組）『こなべたての湯』（語り） 『バースデードッグ』

12/16 ４年（１組）『月夜のみみずく』 『14匹のさむいふゆ』 （2組）『エゾオオカミ物語』 『きのうを

みつけたい』 『もこ もこもこ』 （3組）『わたしのゆたんぽ』 『クリスマスにくつしたをさげる

わけ』

1/20 1年（1組）『ねんどぼうや』 『であえてほんとうによかった』 （2組）『ねこのジンジャー』

『ぼくのおとうさんは はげだぞ』 『まほうのマフラー』 『とりあえずごめんなさい』 『びっく

り しゃっくり くしゃみに おなら』 （3組）『ねずみじょうど』 『ゆきだるまはよるがすき』

（4組）『おまえうまそうだな』 『だって春だもん』

2/17 ４年（１組）『チェクポ』 『だって春だもん』 （２組）『こすずめとゆき』 『とんでもない』

（３組）『こなべだての湯』（語り） 『だって春だもん』 『おしくらまんじゅう』

3/16 中止

【上田市立豊殿小学校】 読書旬間のお話会（各学年、1時限ずつ） ７/４・５

1年 『三びきのこぶた』（人形劇） 『しっぽのはたらき』（大型絵本） 『ネコヅメのよる』

『おだんごころころ』（紙芝居）

2年 『とりのみじさ』（語り） 『まんまるまんま たんたんたん』（紙芝居） 『ねえ どれがいい？』

『あしたは月曜日』 『めっきらもっきら どおんどん』（大型絵本）

3年 『とりのみじさ』（語り） 『かわいそうなぞう』（紙芝居） 『なかまはずれ』

『おじさんのかさ』（大型絵本）

4年 『どしゃぶり』 『津波から生きのびた馬』（朗読） 『パンツ』 『ばけねこやま』（紙芝居）

『これなんてよむ』

5年 『犬と猫とうろこだま』（ストーリーティリング） 『子そだてゆうれい』（紙芝居）

『ヒロシマのピアノ』 『なにもなくても』

6年 『山男のてぶくろ』（語り） 『いなむらの火』（紙芝居） 『はなび』 『きみたちにおくるうた』

『おりづるの旅』

【高齢者施設（上田原敬老園・グループホーム）】

４/24 『しあわせならてをたたこう』（歌いながら） 『ファーディのはる』 『さくら』 『じいじのさく

らやま』 『ちょうちょ』 『やつばけずきん』（紙芝居）



【屋代児童館】０,１,２歳児 ６/４

『おばけなんてないさ』（パネルシアター） 『にんじんさんがあかいわけ』 『にゃん にゃん』

『あがりめ さがりめ』（おかあさんと子どものあそびうた） 『ちびゴリラのちびちび』（大型絵本）

【屋代児童館】小学 1年生・小学 2，3，4年生 ８/２０

1年生 『なつのいちにち』（大型絵本） 『しっぽのはたらき』（大型絵本） 『ねこづめのよる』

『ガンビーさんのふなあそび』（大型絵本） 『ばけものでら』（紙芝居）

２，３，４年生 『ふるやのもり』（ストーリーティリング） 『めっきらもっきらどおんどん』（大型絵本）

『ねえ どれがいい？』 『ばけねこやま』（紙芝居）

読みの会“ゆうゆう”

【緑ヶ丘児童館】

月/日 内容

5/18 手遊び「はじまるよ」 『チコときんいろのつばさ』 『おせんとおこま』

『アレクサンダーとぜんまいねずみ』 『いっしょにきしゃにのせてって』

7/30 『どろんここぶた』 『8月 6日のこと』 『ねむりのはなし』 『そのとき すきになったよ』

9/28 『お月さんももいろ』 『にんじんケーキ』 『じゃがいもかあさん』 『どんぐり』

5/29 『だってだってのおばあさん』 『金色夜叉』（紙芝居） 『だいくとおにろく』

『はなさかじいさん』（紙芝居） 歌…「おぼろ月夜」「春の小川」他

6/19 『しあわせならてをたたこう』（歌いながら） 『おじさんのかさ』（大型絵本） 『しっぽのはたらき』

『ねこふんじゃった』 『ひくろうのそめや』 『子そだてゆうれい』（紙芝居）

７/29 『いっしょにうたって！』 『でんでんむしのかなしみ』 『なぞかけえほん』（参加型） 『はっきょ

いどーん』 『七どぎつね』（紙芝居）

8/27 『しあわせならてをたたこう』（歌いながら） 『きつねのなきいろ』（紙芝居） 『めっきらもっきら

どおんどん』 『ぼうさまになったからす』 『ばけものでら』（紙芝居）

9/30 『しょいくらべ』（紙芝居） 『仙人のおくりもの』（紙芝居） 『だってだってのおばあさん』

歌…『どんぐりころころ』 『赤とんぼ』 『村祭り』 『里の秋』

10/28 『りょうかんさん』（紙芝居） 『おおきなかぶ』（大型絵本） 『三まいのおふだ』（紙芝居）

『みーちゃんの秋』（紙芝居・うたつき） 歌…「どんぐりころころ」「もみじ」「かかし」「赤とんぼ」

「ゆうやけこやけ」

11/21 『しあわせならてをたたこう』（歌いながら） 『あぶくたった』（歌いながら） 『ざぼんじいさんの

かきのき』 『ひなたぼっこです』 『やきいものひ』 『おさんだぬきとかりゅうど』（紙芝居）

歌…『信濃の国』

12/17 『やぎじいさんのバイオリン』（紙芝居） 『わらしべ長者』（紙芝居） 『ねこづめのよる』

『さるとかに』（紙芝居） 『いなばのしろうさぎ』（紙芝居） 歌…「たきび」「信濃の国」

1/16 『十二支のはじまり』 『おしょうがつさん』 『さんねん峠』 『ねずみのおよめさん』

『日本の民話』より「ぼたもちの話」「どっこいしょのはなし」

2/ 中止

3/ 中止



11/30 『きつねのおはなはん』 『はだかの王さま』 『ピーターのくちぶえ』 『ジルベルトとかぜ』

1/25 『ねずみのおよめさん』（時間になっても児童利用がなく、解散しようとしたら 1名来訪したので一冊

読む。） 今後の参考絵本…『つきよのばんのさようなら』『いき』『おばあさんのスプーン』

3/20 新型コロナウイルス感染防止のため、中止

【JA上田有線放送】

５月 『こいぬのうんち』 11月 『きつねのおはなはん』

８月 『ちいちゃんのかげおくり』 １月 『ねずみのおよめさん』

おはなしさんぽ

【上野の里 高齢者施設】

月/日 内容

4/15 『花さかじいさん』（大型絵本） 『うぐいすのほー』（紙芝居） 歌…「春の小川」「おぼろ月夜」

5/13 『めっきらもっきら どおんどん』（大型絵本） 『はらっぱでみつけたよ』（紙芝居）

歌…「こいのぼり」「せいくらべ」「茶つみ」

6/17 『ふしぎなかさやさん』（大型絵本） 『かえるのおまつり』（紙芝居）

歌…「かたつむり」「茶つみ」「雨ふり」

7/22 『だるまちゃんとかみなりちゃん』（大型絵本） 『わんぱく団の走れ一番星』（大型絵本）

『うなぎにきいて』（紙芝居） 歌…「海」「くつがなる」「幸せなら手をたたこう」

8/19 『三びきのこぶた』（大型絵本） 『ポンコちゃんとすいかわり』（紙芝居）

『くろねこのしろいはな』（紙芝居） 歌…「ふるさと」「海」

9/25 『ねずみのいもほり』（大型絵本） 『トンボになったヤン』（紙芝居） 『うさぎとかめ』（紙芝居）

歌…「とんぼのうた」「もしもしかめよ」

10/16 台風災害直後のため、中止

11/25 『これはこねこです』（絵本） 『電車にのって』（大型絵本） 『としがみさまとおもち』（紙芝居）

『おるすばんねこ』（紙芝居） 歌…「里の秋」「たき火」「紅葉」

12/9 『もりのおふろ』（大型絵本） 『湯たんぽくん』（紙芝居） 『かさじぞう』（紙芝居）

ハンドベル…「きらきら星」「たき火」「きよしこの夜」

1/20 『たのしいお正月』（紙芝居） 『まねきねこのたま』（紙芝居）

『ねずみくんのちょっき』（大型絵本） 歌…「しあわせなら手をたたこう」「たき火」「ふるさと」

2/24 『ぐりとぐらのえんそく』（大型絵本） 『とうふこぞうとなっとうむすめ』（紙芝居）

『おさるさん』（紙芝居）

3/ 新型コロナウイルス感染防止のため、中止


