
読み聞かせ・朗読

上田市教育委員会　生涯学習・文化財課
（令和３年度）

一覧

※「読み聞かせ・朗読」は、学校支援ボランティアの代表事例であり、この度とりまとめたものである。
　当一覧では、ボランティア以外に有償のケースも含み、対象層も子どもに限定せずに幅広く取り扱っている。
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凡例等

１．この一覧は、上田市教育委員会生涯学習・文化財課が、学校、市立図書館、公民館、社会福祉
協議会等に依頼し、「読み聞かせ・朗読」等を実施している団体・個人に連絡を取り、まとめ
たものである。

２．調査は令和３年度に実施したが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響を受け、活動が
停止または縮小を余儀なくされている状況をふまえ、原則としてその影響がみられない３年ほ
ど前の過去に遡ってその実態をヒヤリングした。

３．当一覧は、学校支援を目的に教職員向けに作成しているが、広く市民にも利用できるように図っ
ている。利用の幅を広げるため、ボランティアのみならず、有償の団体・個人も含んでいる。

４．主な活動内容は番号表示として、次表の通りである。（平成 25 年度「子どものための読書グルー
プ名簿」（県立長野図書館）の凡例を参考にしている。）

主な活動内容 ①読み聞かせ　②お話、語り　③パネルシアター、ペープサート　④紙芝居 
⑤人形劇　⑥朗読会　⑦その他

５．当一覧では、団体名・個人名を五十音順で並記している。

６．表記について
　・学校支援ボランティアを実施している団体・個人には マークを付け、その実績校を掲載して

いる。団体の代表・担当は毎年、代わることも多いため、その場合は氏名を掲載していない。
連絡方法としては、原則として活動されている当該校、または最寄りの公民館を経由で行うも
のとする。

　・図書館の活動の一環で、読み聞かせ等を実施している団体・個人には マークを付けている。
そのうち個別の連絡先がない団体・個人への連絡方法は、原則として当該図書館経由で行うも
のとする。

　・社会福祉協議会と連携して、読み聞かせ等を実施している団体・個人には マークを付けてい
る。そのうち個別の連絡先がない団体・個人への連絡方法は、原則として社会福祉協議会を経
由して行うものとする。

　・上記以外、連絡先がない団体・個人、及び全般にわたる問い合わせについては生涯学習・文化
財課が窓口となる。

７．自らが主宰する団体と、個人で活動を分けている場合は、団体名・個人名ともに掲載する。
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索　引
団体名 個人名

いまあじゅの会／うさぎのしっぽ／海野町民話研究会
NPO法人子育て応援団ぱれっと／エプロンママ／絵本同好会
おとぎの会／音の各駅停車／おはなしうさぎ／おはなし回転木馬
おはなし ざしきわらしの会／おはなしさんぽ／おはなし じゃんけんぽん
おはなしの会「いろりばた」／お話魔女のお話宅急便／お話を楽しむ会
おれんじクラブ／音訳ボランティアグループ 音の散歩道

紙芝居と絵本の会「ニョロニョロ」／キャンディーぽけっと
グローカル リソース センター／このゆびとまれ

三中サポーターズ／塩川おはなしの会／塩尻小学校 PTA
塩田平民話研究所／自由塾語りの会／シャボン玉／そらまめくん

たまて箱／ちちんぷい

長野大学「街かど読書会」／西小文庫「ぶんぶんぶん」／にじいろ文庫
ネコリョーシカ／ねっこわぁく／のはらっこ

ハックルベリーフィンの会／パンプキンズ／ひまわり人形劇サークル
表現を楽しむ会／腹話術サークル「笑いのワ」

まほうのランプ／ミミールの会／民話の会

やきいもころりん／読み聞かせ こんぺいとうの会
読み聞かせボランティア「ぶんぶんぶん」／読みの会「稲穂」
読みの会「ゆうゆう」

朗読グループ「あすなろ」／朗読グループ「風船」／朗読集団「風よ」

伊藤 博敏／上原 より子／小川 竹子／掛川 直子／駒村 則子
杉崎 康子／関口 ゆう子

芹澤 文子／田中 明子／遠山 弘子／長崎 理恵子／ハローちぃチャン
ヒロ・タッキー／堀江 里美
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あ行
①読み聞かせ　②お話、語り　③パネルシアター、ペープサート　④紙芝居　⑤人形劇　⑥朗読会　⑦その他活 動 内 容

  いまあじゅの会  　（発足：1987 年 3 月）代表：戸高 きぬえ　

 連絡先  Email：andoro.todaka0@gmail.com

 活動内容 1 ：⑥（朗読とバイオリン、チェロのコラボレーション；パレオ２階会議室）　 対象者 ：成人

 活動内容 2 ：①（保育園、小学校）　 対象者 ：未就学児、小学生

  うさぎのしっぽ  　（発足：2016 年）　

 連絡先  東小学校 経由で

 活動内容 ：①、⑦（読み聞かせが多いが、内容は担当する会員に一任） 東小学校　

  海野町民話研究会  　（発足：2022 年１月）代表：姫凛子（安徳 ゆうこ）　

 連絡先  Email ： unno.minwa@gmail.com

 活動内容 ：①、②、④、⑥、⑦（民話の演劇）　「犀の角」他　 対象者 ：全対象

  NPO 法人子育て応援団ぱれっと  　（発足：2006 年８月）代表：宮尾 秀子　

 連絡先  事務局 090-8329-3494

 活動内容 ：①、②（親子広場）　 対象者 ：未就学児、小学生

  エプロンママ  　（発足：2003 年 10 月）代表：小松 美香　

 連絡先  丸子図書館、生涯学習・文化財課 経由で

 活動内容 1 ：①、②、③、④、⑤、⑥、⑦（歌、ダンス等） 丸子図書館「おはなし会」　

 対象者 ：未就学児、小学生

 活動内容 2 ：①、②、③、④、⑤、⑥、⑦（歌、ダンス等）保育園・幼稚園、小中学校、養護学校等

 対象者 ：全対象

  絵本同好会  　（発足：1995 年 6 月）　

 連絡先  神川小学校 経由で

 活動内容 ：①、③、④　 神川小学校

  おとぎの会  　（発足：1987 年）　

 連絡先  真田図書館 経由で

 活動内容 1 ：①、⑤ 真田図書館「おはなし広場」  対象者 ：未就学児、小学生

 活動内容 2 ：⑤（真田・上田地区の保育園・幼稚園）  対象者 ：未就学児

団体
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あ行
①読み聞かせ　②お話、語り　③パネルシアター、ペープサート　④紙芝居　⑤人形劇　⑥朗読会　⑦その他活 動 内 容

  音の各駅停車  　（発足：1983 年）　

 連絡先  社会福祉協議会 経由で

 活動内容 ：⑥、⑦（朗読劇の出前等）　公民館、小中学校、福祉施設等　 対象者 ：全対象

  おはなしうさぎ  　（発足：2004 年６月）　

 連絡先  社会福祉協議会 経由で

 活動内容 ：①、⑦（アイリッシュハープ演奏）「うさぎ文庫」（上田市芳田）　 対象者 ：全対象

  おはなし回転木馬  　　

 連絡先  丸子図書館 経由で

 活動内容 ：① 丸子図書館「おはなし会」）　 対象者 ：未就学児、小学生　

  おはなし ざしきわらしの会  　（発足：1984 年２月）代表：山浦 美幸　

 連絡先  上田図書館 経由で

 活動内容 ：⑦（※ストーリーテリング） 上田図書館　 対象者 ：未就学児、小中学生
※ストーリーテリング：テキストを覚えて聞き手の目を見ながら物語を言葉だけで伝えます。

  聞く経験を重ねることで文章から物語の世界を想像する力を育むことができます。

  おはなしさんぽ  　（発足：2011 年）

 連絡先  生涯学習・文化財課 経由で

 活動内容 ：①、④、⑦（歌）　高齢者施設等　 対象者 ：高齢者

  おはなし じゃんけんぽん  　（発足：2016 年）代表：伊藤 博敏

 連絡先  生涯学習・文化財課、または塩尻小学校、第二中学校 経由で

 活動内容 1 ：④ 塩尻小学校

 活動内容 2 ：④、⑦（フォーラム） 第二中学校　

（「二中フォーラム」で、受講希望生徒が、事前に用意した３つの紙芝居の中から自

分が演じたいものを選び、グループを作る。当会員が紙芝居を演じる指導をして、

最終的にグループごとに紙芝居を発表し演じてもらう。）

 活動内容 3 ：①、②、④、⑦（腹話術）児童クラブ他　 対象者 ：未就学児、小学生、高齢者

団体
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あ行　か行

  おはなしの会「いろりばた」  　（発足：1988 年）

 連絡先  武石小学校、武石保育園 経由で

 活動内容 1 ：① 武石小学校

 活動内容 2 ：④武石保育園

  お話魔女のお話宅急便  　（発足：2008 年１月）代表：かがい みえこ

 連絡先  生涯学習・文化財課 経由で

 活動内容 ：①、②、③（児童館、保育園、小学校、カフェ、図書館等でバイオリンやチェロの

演奏と共演が主）　 対象者 ：未就学児、小学生、大人

  お話を楽しむ会  　（発足：1993 年４月）会長：清水 三枝

 連絡先  各学校、丸子図書館、社会福祉協議会 経由で

 活動内容 1 ：①、④、⑥、⑦ 丸子北小学校、塩川小学校

 活動内容 2 ：①、④、⑥、⑦ （丸子図書館　おはなし会）　 対象者 ：未就学児、小学生

 活動内容 3 ：⑦（音訳ボランティア；広報物を音訳し視覚障がい者の個人宅に発送；音訳ボランティ

ア養成講座） 社会福祉協議会

  おれんじクラブ  　（発足：1996 年）担当：笠原 裕子

 連絡先  第一中学校 経由で

 活動内容 ：① 第一中学校

  音訳ボランティアグループ「音の散歩道」  　（発足：2001 年８月）

代表：社会福祉協議会ボランティアセンター　

 連絡先  社会福祉協議会 経由で

 活動内容 ：⑦（上田市広報の音訳） 社会福祉協議会　

  紙芝居と絵本の会「ニョロニョロ」  　（発足：2020 年４月）代表：徳武 清美　

 連絡先  mail : blueberry-milk-toku6670@ezweb.ne.jp

 活動内容 ：①、④、⑥児童館、公民館、老人ホーム等　 対象者 ：全対象

団体
①読み聞かせ　②お話、語り　③パネルシアター、ペープサート　④紙芝居　⑤人形劇　⑥朗読会　⑦その他活 動 内 容
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か行　さ行

  キャンディーぽけっと  　（発足：2003 年４月）　

 連絡先  丸子中央小学校、丸子図書館 経由で

 活動内容 1 ：①、③、④ 丸子中央小学校　

 活動内容 2 ：①、③、④ 丸子図書館　お話し会　 対象者 ：未就学児、小学生

 活動内容 3 ：①、③、④子育て支援センター；子育てサロン　 対象者 ：未就園児

  グローカル リソース センター  　（発足：2019 年 11 月）代表：大森 美和　

 連絡先  mail : contact@glocal.or.jp

 活動内容 ：① 丸子図書館　お話し会（英語の絵本等の読み聞かせ）　 対象者 ：未就学児、小学生

  このゆびとまれ  　（発足：2001 年 10 月）　

 連絡先  北小学校 経由で

 活動内容 ：① 北小学校

  三中サポーターズ  　（発足：2018 年）　

 連絡先  第三中学校 経由で

 活動内容 ：① 第三中学校

  塩川おはなしの会  　（発足：1960 年４月）代表：横山 佳栄　担当：池田 佐代子　

 連絡先  sayoko2709@yahoo.co.jp

 活動内容 1 ：①、③、④ 塩川小学校

 活動内容 2 ：①、③、④ 丸子図書館　お話し会　 対象者 ：未就学児、小学生

  塩尻小学校 PTA  　　

 連絡先  塩尻小学校 経由で

 活動内容 ：① 塩尻小学校

団体
①読み聞かせ　②お話、語り　③パネルシアター、ペープサート　④紙芝居　⑤人形劇　⑥朗読会　⑦その他活 動 内 容
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さ行　た行

  塩田平民話研究所  　（発足：1999 年）　所長：稲垣 勇一　事務局長：坂井 弘　　

 連絡先  mail : shiodadaira.minwaken@outlook.jp

 活動内容 1 ：② 第六中学校、塩田西小学校、東塩田保育園、西塩田保育園、

泉田保育園、浦里保育園、聖ミカエル保育園

 活動内容 2 ：⑦ 塩田中学校（塩田めぐりの一環で、民話の講座を実施）

 活動内容 3 ：②（公共施設、介護施設等）　 対象者 ：高齢者

 活動内容 4 ：⑦ （NPO 上田図書館倶楽部（子ども子育て部会）の活動；語りの研修）　

 対象者 ：小学生、中学生

 活動内容 5 ：⑦（民話講座）　公民館等各所

  自由塾語りの会  　　

 連絡先  南小学校 経由で

 活動内容 ：① 南小学校

  シャボン玉  　（発足：2014 年 4 月）　

 連絡先  川西小学校 経由で

 活動内容 ：①、②、④ 川西小学校

  そらまめくん  　（発足：1993 年）　

 連絡先  神科小学校 経由で

 活動内容 ：①、④ 神科小学校

  たまて箱  　（発足：2002 年）　

 連絡先  真田図書館、社会福祉協議会 経由で

 活動内容 ：③ 真田図書館、社会福祉協議会、児童館等　 対象者 ：未就学児、小学生、高齢者

  ちちんぷい  　（発足：2001 年）　

 連絡先  中塩田小学校 経由で

 活動内容 ：① 中塩田小学校

団体
①読み聞かせ　②お話、語り　③パネルシアター、ペープサート　④紙芝居　⑤人形劇　⑥朗読会　⑦その他活 動 内 容
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な行　は行

  長野大学「街かど読書会」  　（発足：2021 年）　代表：長野大学社会福祉学部　片岡 通有　

 連絡先  michiari-kataoka@nagano.ac.jp

 活動内容 1 ：①、⑥（大学生による朗読）まちなかキャンパスうえだ　 対象者 ：小学生～大人まで

 活動内容 2 ：⑦（読書後に意見交換会を実施。子供の時に読んだ本と大人になり再会することを

楽しむ。）

  西小文庫「ぶんぶんぶん」  　（発足：2001 年）　

 連絡先  西小学校 経由で

 活動内容 ：① 西小学校

  にじいろ文庫  　（発足：1995 年４月）　

 連絡先  丸子北小学校 経由で

 活動内容 ：① 丸子北小学校

  ネコリョーシカ  　（発足：2019 年）代表：小松 順子　

 連絡先  真田図書館 経由で

 活動内容 ：①、②、④、⑦（朗読劇、歌） 真田図書館他　 対象者 ：全対象

  ねっこわぁく  　（発足：2002 年）　

 連絡先  菅平小学校 経由で

 活動内容 ：① 菅平小学校

  のはらっこ  　（発足：2001 年）　

 連絡先  浦里小学校 経由で

 活動内容 ：① 浦里小学校

  ハックルベリーフィンの会  　（発足：2001 年４月）　

 連絡先  清明小学校 経由で

 活動内容 ：① 清明小学校

  パンプキンズ  　（発足：1993 年）　

 連絡先  南小学校 経由で

 活動内容 1 ：①、②、③、⑦（エプロンシアター） 南小学校

 活動内容 2 ：① 上田養護学校

団体
①読み聞かせ　②お話、語り　③パネルシアター、ペープサート　④紙芝居　⑤人形劇　⑥朗読会　⑦その他活 動 内 容
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は行　ま行　や行

  ひまわり人形劇サークル  　（発足：1999 年９月）　

 連絡先  丸子図書館 経由で

 活動内容 1 ：①、③、④、⑤ 塩川小学校、西内小学校

 活動内容 2 ：①、③、④、⑤ 丸子図書館・お話し会　保育園、幼稚園、子育てサークル

 対象者 ：未就学児、小中学生

  表現を楽しむ会  　（発足：2006 年５月）代表：戸高 きぬえ　

 連絡先  mail: andoro.todaka0@gmail.com

 活動内容 1 ：① 上田情報ライブラリー「幼児と楽しむ　言葉と遊ぶ　おはなしの会」

 対象者 ：未就学児

 活動内容 2 ：⑥ 上田情報ライブラリー　「大人が楽しむ朗読の会」　 対象者 ：成人

  腹話術サークル「笑いのワ」  　（発足：1991 年４月）代表：滝沢 博文　

 連絡先  事務局長：田中 守明（090-8595-3842）

 活動内容 ：⑦（腹話術）　公民館、老人介護施設等　 対象者 ：全対象

  まほうのランプ  　（発足：1990 年）　

 連絡先  城下小学校 経由で

 活動内容 ：①、②、④ 城下小学校

  ミミールの会  　（発足：1989 年）代表：大塚 なお美　

 連絡先  真田図書館、社会福祉協議会 経由で

 活動内容 ：①、④ （真田図書館・お話し広場他）真田図書館、公民館、公共施設等

 対象者 ：全対象

  民話の会  　（発足：1988 年）代表：内田 元子　

 連絡先  長小学校、本原小学校、傍陽小学校、真田図書館 経由で

 活動内容 1 ：① 長小学校、本原小学校、傍陽小学校

 活動内容 2 ：① （真田図書館・お話し広場；「さなだの民話」の読み聞かせ）　 対象者 ：小学生

  やきいもころりん  　（発足：2001 年）　

 連絡先  川辺小学校 経由で

 活動内容 1 ：①、②、③、④、⑦（ブラックシアター） 川辺小学校

 活動内容 2 ：① 保育園、子ども会

団体
①読み聞かせ　②お話、語り　③パネルシアター、ペープサート　④紙芝居　⑤人形劇　⑥朗読会　⑦その他活 動 内 容
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や行　ら行

  読み聞かせ こんぺいとうの会  　

 連絡先  東塩田小学校 経由で

 活動内容 ：①、②、③、④ 東塩田小学校

  読み聞かせボランティア「ぶんぶんぶん」  　（発足：2019 年）　

 連絡先  西部公民館 経由で

 活動内容 ：① 西小学校

  読みの会「稲穂」  　（発足：2008 年６月）代表：宮川 やよい　

 連絡先  TEL：0268-23-1617

 活動内容 1 ：①、②、③、④ 南小学校、豊殿小学校

 活動内容 2 ：①、②、③、④ 上田情報ライブラリー・お話し会、グループホーム　

 対象者 ：全対象（主に未就学児、小学生）

 活動内容 3 ：②（JA上田有線放送センターにおける放送）

  読みの会「ゆうゆう」  　（発足：2011 年５月）　

 連絡先  TEL：090-1420-8085（野田）

 活動内容 1 ：①、② 児童館等　 対象者 ：小学生

 活動内容 2 ：②（JA上田有線放送センター、川西有線放送における放送）

  朗読グループ「あすなろ」  　代表：村居 桂子　

 連絡先  社会福祉協議会 経由で

 活動内容 ：⑦（視覚障がい者個人宅での訪問朗読）

  朗読グループ「風船」  　　

 連絡先  社会福祉協議会 経由で

 活動内容 ：①児童館等　 対象者 ：小学生

  朗読集団「風よ」  　（発足：2021 年４月）　代表：庄村 恵三　

 連絡先  TEL： 0268-38-2121 ; 090-2765-7025

 活動内容 ： ⑥サントミューゼ、中央公民館、創造館、塩田公民館、別所温泉・安楽寺等

 対象者 ：全対象

団体
①読み聞かせ　②お話、語り　③パネルシアター、ペープサート　④紙芝居　⑤人形劇　⑥朗読会　⑦その他活 動 内 容
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あ行　か行　さ行

  伊藤 博敏  　　

 連絡先  豊殿小学校 経由で

　　　　「上田自由塾」関係は TEL：0268-21-9502　Email: angel-hito@384.jp

 活動内容 1 ： 豊殿小学校

 活動内容 2 ：⑦その他（上田自由塾 紙芝居・読み聞かせ・昔話等の講座、朗読の講座）

《備考》「おはなし じゃんけんぽん」（５ページ）代表

  上原 より子  　　

 連絡先  社会福祉協議会 経由で

 活動内容 ：②（目が不自由な方のお宅に訪問朗読）

  小川 竹子  　　

 連絡先  豊殿小学校 経由で　

 活動内容 ：① 豊殿小学校

  掛川 直子  　　

 連絡先  武石小学校 経由で

 活動内容 ：① 武石小学校

  駒村 則子  　　

 連絡先  TEL: 090-8329-9019

 活動内容 ：⑦その他（上田自由塾等における音読・朗読等の講座・オンライン講座、個別指導）

《備考》「声の教室」主宰：https://noriko9172.wixsite.com/website

  杉崎 康子  　　

 連絡先  神川小学校、西内小学校 経由で

 活動内容 ：① 神川小学校、西内小学校

  関口 ゆう子  　　

 連絡先  社会福祉協議会 経由で

 活動内容 ：① 　 対象者 ：中高生

個人
①読み聞かせ　②お話、語り　③パネルシアター、ペープサート　④紙芝居　⑤人形劇　⑥朗読会　⑦その他活 動 内 容
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さ行　た行　な行　は行

  芹澤 文子  　　

 連絡先  TEL:090-6798-4714

 活動内容 ：①、②、⑦（上田自由塾；読み聞かせ講座、お話の会）

  田中 明子  　　

 連絡先  TEL: 090-4945-2701

 活動内容 1 ：⑦その他（上田自由塾 朗読等の講座）

 活動内容 2 ：⑥（ピアノやバイオリンなどの演奏や音楽と共に朗読）

  遠山 弘子  　　

 連絡先  生涯学習・文化財課 経由で

 活動内容 1 ：②（バイオリンやチェロ等の演奏、音楽に合わせて）　 対象者 ：全対象

 活動内容 2 ：④公民館、保育園、小中学校、公共施設等　 対象者 ：全対象　

  長崎 理恵子  　　

 連絡先  傍陽小学校 経由で

 活動内容 ：① 傍陽小学校

  ハローちぃチャン  　（氏名：青木 智恵子）　　　

 連絡先  青木プロダクション・青木 省三　TEL：090-4462-1999　Email: aoki.shozo@gmail.com

 活動内容 ：①、④、⑦その他（歌唱「別所線の歌」等）学校、公共施設、老人介護施設等

 対象者 ：全対象

  ヒロ・タッキー  　（氏名：滝沢 博文）　（発足：1991 年４月）　　　

 連絡先  TEL：090-4917-6107　

 活動内容 ：⑦その他（腹話術）　 真田図書館、公民館、自治会分館等　 対象者 ：全対象

 活動内容 ：⑦その他（上田自由塾　腹話術の講座）

  堀江 里美  　　

 連絡先  社会福祉協議会 経由で

 活動内容 ：① 子育て広場、児童館、児童センター 　　

 対象者 ：未就学児、小学生

個人
①読み聞かせ　②お話、語り　③パネルシアター、ペープサート　④紙芝居　⑤人形劇　⑥朗読会　⑦その他活 動 内 容
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コラム

●赤松小三郎顕彰会
（発足：2004 年４月）会長：林 和男
  連絡先   mail : akamatsu2021@gmail.com　

　赤松小三郎（1831-1867）は上田藩士で、和算家の内田五観（いつみ）、幕臣の
勝海舟に学び、長崎の海軍伝習所に入所しました。英国の兵書「英国歩兵練法」
を翻訳、出版。京都で鹿児島藩等諸国の藩士に洋学と英国式兵術を教えました。
幕末に二院制議会を提唱した先駆者で、その実現を働きかけました。

●小河滋次郎博士顕彰会
（発足：2016 年７月）会長：横澤 瑛　事務局長：柳沢 英明　
  連絡先   TEL：080-5084-2107　mail : yana-eimei4903@brown.plala.or.jp

　小河滋次郎博士（1863-1925）は、犯罪の元凶である貧困対策と一掬いの同情
心を持った人間を大切にする監獄近代化に尽力した後、防貧・救貧対策を一歩
進める社会事業として“弱き者の友たれ”と方面委員制度（現在の民生児童委
員制度）を創設した上田人が誇りに感じる偉大な先人です。

— 「紙芝居」を通じて次世代にその偉業を伝える—

　子供の時に読んだ作品と、社会経験を積み大人になった私が再会し、読む。
　子供の頃の自分と再会するかもしれないし、その作品を違った角度・側面か
ら見ている自分、子供の時とは違った読み取りをしている自分に出会うかもし
れない。
　街かど読書会では，読書後に年代や立場を越えて自由に意見交換する場があ
る。例えば「泣いた赤おに」では…『泣きたかったのは青おにだよね』、『自己
犠牲の精神を感じさせる青おに、こういう人が報われる社会であって欲しい』、

『自分が今欲しいものに目が行き過ぎると、すでに持っている大切なものを見
失う』などと、自分の生き方・他者の生き方を理解し合う場、そして共感し合
う場になっている。
　読書会の良さって、子供だったピュアな自分と向き合い、成長した自分に向
き合う、こんなところにあるのではないかと思う。

「街かど読書会」　— 子供の時に読んだ作品と出会うこと—　
（長野大学 社会福祉学部 教授　片岡 通有 氏）

上田市の偉人の
功績を伝承
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上田市立図書館、上田市社会福祉協議会　概要

  上田市立図書館  
上田図書館

 所在地 　〒 386-0014 材木町一丁目 2 番 47 号　　 電話 　22-0880　　 FAX 　28-1118

 ホームページ 　http://www.city.ueda.nagano.jp/site/ueda-tosho/

 開館時間 　火～金曜日：午前 9 時～午後 6 時 30 分　土・日曜日：午前 9 時～午後 5 時

 休館日 　月曜日、祝日、館内整理日、年末・年始、特別整理期間

創造館分室
 所在地 　〒 386-1102 上田原 1640 番地（上田創造館 3 階）　　 電話 　27-1758

 開館時間 　火～金曜日：午前 9 時～午後 6 時　土・日曜日：午前 9 時～午後 5 時

 休館日 　月曜日、祝日、館内整理日、年末・年始、特別整理期間

上田情報ライブラリー
 所在地 　〒 386-0025 天神一丁目 8 番 1号（上田駅前ビル・パレオ4階）　　 電話 　29-0210　　 FAX 　29-0211

 ホームページ 　http://www.city.ueda.nagano.jp/site/jlib-tosho/

 開館時間 　平日：午前 10 時～午後 8 時 30 分　土・日・祝日：午前 10 時～午後 6 時

 休館日 　火曜日、祝日の翌日、館内整理日、年末年始、特別整理期間

丸子図書館
 所在地 　〒 386-0405 中丸子 1771 番地 11　　 電話 　42-2414　　 FAX 　42-4498

 ホームページ 　http://www.city.ueda.nagano.jp/site/maruko-tosho/

 開館時間 　火～金曜日：午前 9 時 00 分～午後 6 時 30 分　土・日・祝日：午前 9 時 00 分～午後 5 時

 休館日 　月曜日、金曜の祝日（祝日が月～木曜日の場合は前週又は後週の金曜日）、

　　　　館内整理日、年末・年始、特別整理期間

真田図書館
 所在地 　〒 386-2201 真田町長 7178 番地 1　　 電話 　72-8080　　 FAX 　72-8082

 ホームページ 　http://www.city.ueda.nagano.jp/site/sanada-tosho/

 開館時間 　火～金曜日：午前 9 時～午後 6 時 30 分　土・日曜日：午前 9 時～午後 5 時

 休館日 　月曜日、祝日、館内整理日、年末・年始、特別整理期間

  上田市社会福祉協議会  
社会福祉法人　上田市社会福祉協議会　上田ボランティア地域活動センター

 所在地 　〒 386-0012 上田市中央三丁目 5 番 1 号（上田市ふれあい福祉センター内）

 電話 　25-2629　　 FAX 　27-2500

 ホームページ 　https://www.ueda-shakyo.or.jp/

 業務時間 　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

 休業日 　土曜日、日曜日、祝日、12 月 29 日～翌年 1 月 3 日
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学校支援ボランティアについて

 学校支援ボランティア（各公民館のサポート体制）

代表的な事例
❶

学習支援

授業サポート（教科学習：数学、家庭科、音楽等）

授業サポート（○付けボランティア）

❷ 総合的な学習（農作業体験、ふるさと学習等）

❸ 放課後学習支援

❹ 登下校の見守り 「見守り隊」（安全確保と子どもたちとのふれあい）

❺ 環境整備 花壇づくり・校内樹木の剪定等

❻ 読み聞かせ 校内で絵本、紙芝居、放送などで実施

❼ クラブ：部活動指導 運動・文化活動の講師

校内活動支援 給食配膳補助、お掃除指導、消毒作業等

❽❾ 学校行事補助 運動会補助・遠足同行等
それぞれの学校の方針によりボランティア活動の実施内容は異なります。

上田市教育委員会　生涯学習・文化財課
TEL：0268-23-6370　FAX：0268-23-6368

お問い
合わせ

小中学校 担当 連絡先
清明小学校、北小学校、第二中学校 生涯学習・文化財課 23－6370
東小学校、神川、第一中学校 中央公民館 22－0760
西小学校、塩尻小学校、第三中学校 西部公民館 27－7544
城下小学校、川辺小学校、南小学校、第四中学校 城南公民館 27－7618
神科小学校、豊殿小学校、第五中学校 上野が丘公民館 24－0659
東塩田小学校、中塩田小学校、塩田西小学校、塩田中学校 塩田公民館 38－6883
浦里小学校、川西小学校、第六中学校 川西公民館 22－5004

丸子中央小学校、西内小学校、丸子北小学校、塩川小学校
丸子中学校、丸子北中学校 丸子公民館 42－3147

長小学校、傍陽小学校、本原小学校、菅平小学校
真田中学校、菅平中学校 真田中央公民館 72－2655

武石小学校、依田窪南部中学校 武石公民館 85－2030
（全般） 生涯学習・文化財課 23－6370
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