
通番号 地区 地区番号 市町村 読書団体名

1 水戸 1 大洗町 大洗町おはなしの会「松ぼっくり」

2 水戸 2 小美玉市 絵本とお話の会「夢ぽけっと」

3 水戸 3 小美玉市 おはなしテルテル

4 水戸 4 小美玉市 野田小読み聞かせの会 こんぺいとう

5 水戸 5 小美玉市 話し方教室

6 水戸 6 小美玉市 「ひこうせん」おはなしの会

7 水戸 7 笠間市 おはなしぐるーぷ　アイアイ

8 水戸 8 笠間市 笠間市立岩間第一小学校PTA会員ネットワーク委員会

9 水戸 9 笠間市 笠間市立岩間第二小学校

10 水戸 10 笠間市 笠間市立岩間第三小学校

11 水戸 11 笠間市 笠間語り部の会

12 水戸 12 笠間市 はあと  to  はあと

13 水戸 13 笠間市 箱田エプロン・ママーズ

14 水戸 14 笠間市 みなみ学園義務教育学校

15 水戸 15 笠間市 笠間市立稲田小学校

16 水戸 16 笠間市 笠間市立稲田中学校

17 水戸 17 笠間市 睦読書会

18 水戸 18 笠間市 めだかクラブ

19 水戸 19 笠間市 朗読ボランティア　いずみ

20 水戸 20 笠間市 おはなしの会サルビア

21 水戸 21 笠間市 笠間市立友部中学校

22 水戸 22 笠間市 大成学園いなだこども園

23 水戸 23 東海村 東海村の環境調べ隊

24 水戸 24 那珂市 瓜連おはなしの会　ルピナス

25 水戸 25 那珂市 那珂市立五台小学校

26 水戸 26 那珂市 朗読の会　「あめんぼ」

27 水戸 27 那珂市 那珂市立瓜連小学校

28 水戸 28 常陸大宮市 読み聞かせの会　くれよん

29 水戸 29 常陸大宮市 緒川お話の会「ひこうき雲」

30 水戸 30 常陸大宮市 おはなし会 はみんぐばあど

31 水戸 31 常陸大宮市 おはなしの会　かわせみ

32 水戸 32 常陸大宮市 どんどんちっちのお話会

33 水戸 33 常陸大宮市 「美和かわせみ」の会

34 水戸 34 常陸大宮市 ロゼのつどい

35 水戸 35 常陸大宮市 おはなしの会　おひさま

36 水戸 36 常陸大宮市 命つなぎ隊ともとも（友共）

37 水戸 37 ひたちなか市 ひたちなか市立市毛小学校

38 水戸 38 ひたちなか市 朗読・語りの会「いっぽ！」

39 水戸 39 水戸市 お話の会　どんぐり

40 水戸 40 水戸市 ガブの会

41 水戸 41 水戸市 酒門読み聞かせの会
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42 水戸 42 水戸市 水戸市立千波小学校

43 水戸 43 水戸市 梅ヶ丘小学校PTA特別委員読み聞かせ

44 水戸 44 水戸市 朗読の会　「こだま」

45 水戸 45 水戸市 朗読ボランティア　コスモス

46 水戸 46 水戸市 学校法人関根学園　みどり幼稚園

47 水戸 47 水戸市 朗読「M & K」

48 水戸 48 水戸市 次世代に伝えたい朗読と紙芝居オリーブ

49 水戸 49 常陸太田市 銀河ステーション文庫

50 水戸 50 高萩市 kototone
51 水戸 51 高萩市 朗読の会　にじいろ

52 水戸 52 神栖市 マーガレット読書会

53 水戸 53 神栖市 モカ読書会

54 水戸 54 神栖市 ときめき読書会

55 水戸 55 神栖市 はるか読書会

56 水戸 56 神栖市 カレン読書会

57 水戸 57 神栖市 明日香読書会

58 水戸 58 潮来市 潮来市立潮来第一中学校

59 水戸 59 潮来市 潮来市立牛堀小学校

60 水戸 60 潮来市 潮来市立日の出小学校

61 水戸 61 潮来市 イチローの会

62 水戸 62 潮来市 スピカ読書会

63 水戸 63 潮来市 潮来市立牛堀中学校

64 水戸 64 鹿嶋市 野バラの会

65 県南 1 土浦市 なでしこ

66 県南 2 土浦市 おはなしキラキラ

67 県南 3 つくば市 山光読みの会

68 県南 4 つくば市 茎崎高校

69 県南 5 つくば市 ラ・ポール

70 県南 6 石岡市 葦穂小お話の会

71 県南 7 かすみがうら市 りんどう読書会

72 県南 8 かすみがうら市 下稲吉東小学校ひまわり文庫

73 県南 9 かすみがうら市 下稲吉小学校ふれあい文庫

74 県南 10 かすみがうら市 かすみがうら市読書会 連合会

75 県南 11 つくばみらい市 おはなしサークル ティンク

76 県南 12 つくばみらい市 グリーンリーフおはなし会

77 県南 13 土浦市 都和南小学校

78 県南 14 牛久市 くりの実

79 県南 15 守谷市 お話まつぼっくり

80 県南 16 守谷市 大野文庫

81 県南 17 利根町 おはなしポケット

82 県南 18 美浦村 読み聞かせ 大空の会

83 県南 19 美浦村 美浦中央公民館図書室

84 県西 1 古河市 朗読サークル｢空｣

85 県西 2 古河市 古河紙芝居の会



86 県西 3 古河市 古河市立大和田小学校

87 県西 4 古河市 古河市立諸川小学校

88 県西 5 古河市 古河市立総和南中学校

89 県西 6 古河市 古河市立名崎小学校

90 県西 7 古河市 古河市立八俣小学校

91 県西 8 古河市 古河市立駒込小学校

92 県西 9 古河市 朗読サークルすずめ

93 県西 10 結城市 結城市立結城南中学校

94 県西 11 結城市 結城市立結城西小学校

95 県西 12 結城市 結城市立山川小学校

96 県西 13 結城市 県立結城第二高等学校図書館

97 県西 14 結城市 結城市立城南小学校

98 県西 15 結城市 ゆうきおはなし会

99 県西 16 結城市 結城市立江川北小学校

100 県西 17 筑西市 筑西市立小栗小学校

101 県西 18 筑西市 河間小学校

102 県西 19 筑西市 明野保育園

103 県西 20 筑西市 読み聞かせあすなろの会

104 県西 21 　坂東市　 ぶんぶんくらぶ

105 県西 22 坂東市 ひばりの会

106 県西 23 坂東市 朗読クラブ「ひまわり」

107 県西 24 桜川市 ｢ほのぼの｣読み聞かせの会

108 県西 25 桜川市 朗読の会「虹」

109 県西 26 　境町 境第一中学校

110 県西 27 下妻市 図書館ボランティアしもつま

111 県西 28 常総市 石下ひばりグループ

112 県西 29 八千代町 八千代よむよむクラブ


