
■ 問  合  せ ■
笠間図書館　☎0296-72-5046
友部図書館　☎0296-78-1200
岩間図書館　☎0299-45-2082
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館

各館の行事予定8月

友部図書館
◆おはなし会（0歳～3歳向け　午前11時～）
　8月  7日（木）来てのおたのしみ！
　8月21日（木）来てのおたのしみ！
◆おはなし会（4歳～小学生向け　午後2時～）
　8月  3日（日）『ありとすいか』ほか〈すみれのWA〉
　8月10日（日）『正しい暮らし方読本』ほか〈まゆみ朗読会〉
　8月17日（日）来てのおたのしみ！
◆名作映画会（午後2時～）
　8月24日（日）『ﾄﾑとｼﾞｪﾘｰ ﾜｲﾙﾄﾞ･ｽﾋﾟｰﾄﾞ』（75分）
◆ギャラリー
　◇7月21日（月）～8月  3日（日）
　　「写真展示」春秋写心クラブ
　◇8月  5日（火）～8月17日（日）
　　「写真・パネル展示」友部平和の会
　◇8月19日（火）～8月31日（日）
　　「写真展示」茨城自然写真の会

笠間図書館
◆おはなし会（0歳～3歳向け　午前11時～11時20分）
　8月  1日（金）『がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん』ほか

　8月15日（金）『ぐるぐるせんたく』ほか
◆おはなし会（4歳～小学生向け　午後2時～）
　8月  3日（日）『めっきらもっきらどおんどん』ほか
 〈はあとtoはあと〉
　8月10日（日）『ふしぎなたねやさん』ほか〈アイ・アイ〉
　8月17日（日）『よるのようちえん』ほか〈ハッピー〉
　8月24日（日）『むしとりにいこうよ！』ほか
 〈箱田エプロン・ママ―ズ〉
◆上映会（午後2時～）
　8月16日（土）『ハリー・ポッターと賢者の石』152分
◆ギャラリー
　笠間の歴史「日本画・歴史絵展」
　現在開催中～8月27日（水）

岩間図書館
◆おはなし会（0歳～3歳向け　午前11時30分～正午）
　8月  1日（金）『めんめん　ばあ』ほか
　＊場所：岩間子育て支援センターくりのこ
◆おはなし会（4歳～小学生向け）
　◇日曜おはなし会（午後2時～2時30分）
　　8月  3日（日）『あいうえおカメレオン』ほか
　◇おはなしのとびら（午後2時～2時30分）
　　8月  9日（土）『イルカいらんかさかなやさん』ほか
　　8月23日（土）来てのおたのしみ！

※〈　〉は実施するボランティア名です　※内容は変更になる場合があります

☆ 茨城新聞小学生読書感想文コンクール、青少年読書感想文全国コンクールの課題図書の貸出をおこ
なっています。

　　期　間：8月31日（日）まで ※ 期間中は、一週間貸出、延長不可、貸出・予約とも一人2冊までです。

タイトル 著者 出版社
第42回 茨城新聞小学生読書感想文コンクール
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おばけのアッチとドラキュ
ラスープ

角野 栄子／作
佐々木 洋子／絵 ポプラ社

かえってきたまほうのじど
うはんばいき

やまだ ともこ／作
いとう みき／絵 金の星社

からすのやおやさん かこ さとし／作・絵 偕成社
ちいさなやたいのカステラ
やさん

堀 直子／作
神山 ますみ／絵 小峰書店

星おとし 宇佐美 牧子／作
下平 けーすけ／絵 文研出版

ルルとララのシャーベット あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店
ようかいガマとの
おイケにカエる よしなが こうたく／作 あかね書房

３
・
４
年
生
む
き

雨やどりはすべり台の下で 岡田 淳／作
伊勢 英子／絵 偕成社

ツン子ちゃん、おとぎの国
へ行く

松本 祐子／作
佐竹 美保／絵 小峰書店

なんでも魔女商会6
コットンの夏休み あんびる やすこ／著 岩崎書店

花曜日 安江 生代／作
ふりや かよこ／絵 文研出版

れっつ！シュート！！ 次良丸 忍／作
琴月 綾／画 金の星社

魔法の庭ものがたり14　
ローズマリーとヴィーナス
の魔法

あんびる やすこ／作・絵 ポプラ社

ナツカのおばけ事件簿
ゆうれいパティシエ事件

斉藤 洋／作
かたおか まなみ／絵 あかね書房
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・
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年
生

お願い！フェアリー♥12
ゴーゴー！お仕事体験

みずの まい／作
カタノ トモコ／絵 ポプラ社

カメレオンのレオン 岡田 淳／作 偕成社

タイトル 著者 出版社
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サクラ・タイムトラベル 加部 鈴子／作 岩崎書店
幸子の庭 本多 明／著 小峰書店

夏っ飛び！ 横山 充男／作
よこやま ようへい／絵 文研出版

妖怪道中膝栗毛4
船で空飛ぶ妖怪クルーズ

三田村 信行／作
十々夜／絵 あかね書房

魔法がくれた時間 トビー・フォワード／作 金の星社

第60回　青少年読書感想文全国コンクール

小
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低
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部

まよなかのたんじょうかい 西本 鶏介／作
渡辺 有一／絵 鈴木出版

どこかいきのバス 井上 よう子／作
くすはら 順子／絵 文研出版

ミルクこぼしちゃだめよ！ スティーヴン・デイヴィーズ／文
クリストファー・コー／作 ほるぷ出版

ひまわり 荒井 真紀／文・絵 金の星社

小
学
生
中
学
年
の
部

ともだちは、サティー！ 大塚 篤子／作
タムラ フキコ／絵 小峰書店

ただいま！マラング村 ハンナ・ショット／作
齊藤 木綿子／絵 徳間書店

ちきゅうがウンチだらけに
ならないわけ 松岡 たつひで／作 福音館書店

よかたい先生 三枝 三七子／文・絵 学研教育出
版

小
学
生
高
学
年
の
部

ふたり 福田 隆浩／著 講談社

マッチ箱日記 ポール・フライシュマン／文
バグラム・イバトゥーリン／絵 ＢＬ出版

時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ／作
マイケル・フォアマン／絵 あかね書房

カブトムシ山に帰る 山口 進／著 汐文社
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