
読書感想文コンクール　課題図書紹介

各館の行事予定 8月
笠間図書館

◆おはなし会（0～3歳向け 午前11時～11時20分）

8月 3日（金） 『はなびドーン』ほか
8月 17日（金）  『きゅうりさんととまとさ

んとたまごさん』ほか
◆おはなし会（4歳～小学生向け 午後2時～）

8月 5日（日） 『ぼくのじちゃん』ほか〈たんぽぽ〉
8月 12日（日） 『むんむんあつい』ほか
  〈語り部の会〉
8月 19日（日） 『ピカコロ』ほか〈アイアイ〉
8月 26日（日） 『きもだめし』ほか
  〈箱田エプロン・ママ―ズ〉
◆上映会（午後2時～）

8月 18日（土） 『ウルトラ重機2』（88分）
◆ギャラリー

◇7月 27日（金）～8月29日（水）　
　「ひとにやさしい器展」
◆ぬいぐるみおとまり会

①おはなし会＆ぬいぐるみチェックイン

　8月 25日（土）午後1時30分～2時30分
　2階ホール
②ぬいぐるみチェックアウト
　 8月 26日（日）図書館サービスデスクに

て午後1時～午後7時の間
③申し込み期間
　8月8日（水）午前9時～8月22日（水）
　定員20名

友部図書館
◆おはなし会（0歳～3歳向け 午前11時～）

8月 2日（木） 『でんしゃごっこ』ほか
8月 16日（木） 『おかおないない』ほか
◆おばけのおはなし会（幼児～小学生）

8月 5日（日） 午後2時～3時
◆万華鏡を作ってみよう！（小学生）

8月 18日（土） 午後1時30分～3時30分
・申し込み期間
　7月26日（木）午前9時～8月15日（水）
・定員：小学生20名（先着順）
電話またはカウンターでお申し込みください

◆ ギャラリー
◇7月 24日（火）～8月5日（日）
　「写真展示」春秋写心クラブ
◇8月 7日（火）～8月19日（日）
　「写真・資料展示」友部平和の会
◇8月 21日（火）～9月2日（日）
　「写真展示」茨城自然写真の会

岩間図書館
◆おはなし会（0歳～3歳向け 午前11時～11時30分）
8月 9日（木） 『 はっぱのなかでみいつけ

た』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 5日（日） 『 くりちゃんとひまわりの

たね』ほか
◇おはなしのとびら（午後2時～2時30分）
8月 11日（土） 『かまきり』ほか
  〈めだかクラブ〉
8月 25日（土） 『はらぺこあおむし』ほか
  〈めだかクラブ〉

茨城新聞小学生読書感想文コンクール、青少年読書感想文コンクールの課題図書の貸出を行っています。
【期間】 7月1日（日）～8月24日（金）　※期間中は1週間貸出、延長不可、貸出・予約とも1人2冊までです。

タイトル 著者 出版社
第46回　茨城新聞小学生読書感想文コンクール

1
・
2
年
生
む
き

大どろぼうジャム・パン 内田 麟太郎/作
藤本 ともひこ/絵 文研出版

おかのうえのカステラやさん 堀 直子/作
神山 ますみ/絵 小峰書店

おたんじょうび、もらったの 服部 千春/作
たるいし まこ/絵 岩崎書店

おばけのポーちゃん
おばけのたんけん

吉田 純子/作
つじむら あゆこ/絵 あかね書房

小学生まじょのふしぎなぼうし 中島 和子/作
秋里 信子/絵 金の星社

はやくちまちしょうてんがい
はやくちはやあるきたいかい

林 木林/作
内田 かずひろ/絵 偕成社

まじょのナニーさん
まほうでおせわいたします

藤 真知子/作
はっとり ななみ/絵 ポプラ社

3
・
4
年
生
む
き

ジュディ・モードの独立宣言 メーガン・マクドナルド/作
ピーター・レイノルズ/絵 小峰書店

小学校がなくなる！ 麻生 かづこ/作
大庭 賢哉/絵 文研出版

ちいさなはなのものがたり 斉藤 洋/作
浅倉 田美子/絵 偕成社

マーサとリーサ　とびきりの
夏の思い出、つくります！

たかおか ゆみこ/
作・絵 岩崎書店

山田県立山田小学校　山田の殿さま、
おしのび参観！？

山田 マチ/作
杉山 実/絵 あかね書房

妖精のベーグル 斉藤 栄美/作
染谷 みのる/絵 金の星社

魔法の庭ものがたり
うらない師ルーナと三人の魔女

あんびる やすこ/
作・絵 ポプラ社

5・6
年
生
む
き

絵物語古事記 富安 陽子/文
山村 浩二/絵 偕成社

おれたちのトウモロコシ 矢嶋 加代子/作
岡本 順/絵 文研出版

タイトル 著者 出版社

5
・
6
年
生
む
き

救助犬エリーの物語 W・ブルース・キャメロン/作
西本 かおる/訳 小峰書店

こども電車 岡田 潤/作・挿画 金の星社
妖怪道中膝栗毛
旅の終わりは妖怪ワールド

三田村 信行/作
十々夜/絵 あかね書房

わたしの苦手なあの子 朝比奈 蓉子/作
酒井 以/絵 ポプラ社

新津春子。世界一のおそうじマイス
ター！ 若月 としこ/著 岩崎書店

第64回　青少年読書感想文全国コンクール

低
学
年

ルラルさんのだいくしごと いとう ひろし/作 ポプラ社
きみ、なにがすき？ はせがわ さとみ/作 あかね書房

なずずこのっぺ？ カーソン・エリス/作
アーサー・ビナード/訳 フレーベル館

がっこうだってどきどきしてる
アダム・レックス/文
クリスチャン・ロビンソン/絵
なかがわ ちひろ/訳

WAVE出版

中
学
年

レイナが島にやってきた！ 長崎 夏海/作
いちかわ なつこ/絵 理論社

森のおくから レベッカ・ボンド/作
もりうち すみこ/訳 ゴブリン書房

最後のオオカミ
マイケル・モーパーゴ/作
はら るい/訳
黒須 高嶺/絵

文研出版

すごいね！みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー/文
西田 佳子/訳 西村書店

高
学
年

奮闘するたすく まはら 三桃/著 講談社

こんぴら狗 今井 恭子/作
いぬんこ/画 くもん出版

ぼくとベルさん フィリップ・ロイ/著
櫛田 理絵/訳 ＰＨＰ研究所

クニマスは生きていた！ 池田 まき子/著 汐文社

7月31日（火）まで岩間支所改修工事のため
岩間図書館は休館です。お知らせ
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