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応募者

URL

1 ぶっくまおやこ

横浜市緑図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9416

2 みゃーまえくん

杉並区立宮前図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9417

3 ずっきー

小金井市立図書館貫井北分室

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9418

4 ヤン猿

小金井市立図書館貫井北分室

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9419

5 キタはかせ

小金井市立図書館貫井北分室

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9420

6 ポータくん

天理大学 情報ライブラリー

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9421

7 十進法王

寒川総合図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9422

8 Kencoちゃんと仲間たち

大阪音楽大学 音楽メディアセンター 大阪音
楽大学付属図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9423

9 本のヒーロー ダクシオン

HEROES'LABO・シン

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9424

10 ししょーとまろー

ししょまろはん

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9425

11 ちるみぃ、ぶっくん、りぶくん

都留文科大学 図書館サークルLibropass

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9426

12 イトアくん のぞみさん 医トぇもん

久留米大学医学図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9427

13 とにゃんず

図書館スタッフ株式会社

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9428

14 ヨミーナ

西宮市立北部図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9429

15 でじまくん、おまがり~ず、ひめ課
長
16 ランガナたん☆

長崎県大学図書館協議会

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9430

田原市図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9431

17 たけぽんファミリー

富士宮市立芝川図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9432

18 本挟しお太朗

愛知淑徳中学校 高等学校

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9433

19 蛾のおっさん

るみづほ妄想図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9434

20 チームカサイくん

江戸川区立葛西図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9435

21 トントン＆ブックン

桜美林大学図書館読書運動プロジェクト実行
委員会

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9436

22
23
24
25
26
27
28

ばくもとさん
ねこじく
ぷく太
たっちー
にゃよい
ぺった
ひがぽん

帝京科学大学附属図書館
国文学研究資料館
社会福祉法人 埼玉福祉会
墨田区立 立花図書館
足立区立やよい図書館
足立区立東和図書館
小金井市立図書館東分室, （ＮＰＯ法人 市民
の図書館・公民館こがねい）

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9437

29
30
31
32
33
34
35
36
37

しかちゃん
としょくん
来武(ライブ)くん
おんぷカモ
うーぽん
える
ウパっち
やしまんとやしまる
らぶちゃん

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9444

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

キート
kwuちゃん
ラックン
なのビィ
語朗（かたろう）
ろんちゃん ころんちゃん
マグロスキー
きやにゃ、もりし
オーグくん
やまちゃん
きんぐ

足立区立鹿浜図書館
常磐大学情報メディアセンター（図書館）
常磐大学情報メディアセンター（図書館）
国立音楽大学附属図書館
大阪経済大学図書館
愛媛県立医療技術大学図書館
株式会社ブレインテック
八洲学園大学
島根県立大学・島根県立大学短期大学部松
江キャンパス図書館
市立小諸図書館
共立女子大学・短期大学 図書館
小郡市立図書館
田原市図書館
大東市立中央図書館
イラストレーター フルタ ハナコ
近畿大学中央図書館
笠岡市立図書館
大阪産業大学図書館クラブプロジェクト
横浜市山内図書館
文教大学越谷図書館学生協働サポーターほ
んだな係

ID

名称

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9438
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9439
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9440
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9441
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9442
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9443

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9445
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9446
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9447
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9448
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9449
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9450
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9451
https://www.libraryfair.jp/character/2019/7660
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9453
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9454
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9455
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9456
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9457
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9458
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9459
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9460
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9461
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9462
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9463
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ID

名称
49 おやこアラ（もしくは便宜上、親子
コアラ）
50 もっくん
51 トコハのハトコ＆トコハのコハト
52 ＳＡＢＯＮ（さぼん）
54 かりまいちゃん
55 みなみちゃん
56 ぱたぶー
57 ほっとかえるくん
58 へいわんクン
59 たぬ吉
60 ポン子
61 坪さん
62 よみものがかり よむんじゃー
63 トリッ・コッコー
64 メェだい
65 とねり丸、トネリス、ユキリス
66 ぶくまる
67 れさのすけ・れさたろう
68 MLAKくん
69 図書五郎
70 うんてい君
71 ニッシー
72 ねこ館長
73 クラちゃんとインちゃん
74 みちねこ
75 よむぞう
76 落花生
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応募者

URL

苅田町立図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9464

十文字学園女子大学図書館
常葉大学教育学部附属橘附属橘小学校
佐世保市立図書館
まんのう町立図書館
宇都宮市立南図書館
江戸川区立東部図書館
京女HOTコモンズ
練馬区立平和台図書館
甲賀市図書館
甲賀市図書館
熱海市立図書館
神戸松蔭女子学院大学
図書館フリーウェイ
名古屋大学附属図書館
足立区立舎人図書館
神奈川県平塚市中央図書館
鯖江市図書館
saveMLAK
慶應義塾女子高等学校
天理大学ライブラリー部ロンド芸亭
静岡市立西奈図書館
江戸川大学総合情報図書館
京都大学附属図書館
読みたい心に火をつける実行委員会
恩納村文化情報センター
岡崎市立中央図書館

https://www.libraryfair.jp/character/2019/9465
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9466
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9467
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9468
https://www.libraryfair.jp/character/2019/7701
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9470
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9471
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9472
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9473
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9474
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9475
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9476
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9477
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9478
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9479
https://www.libraryfair.jp/character/2019/7696
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9481
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9482
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9483
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9484
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9485
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9486
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9487
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9488
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9504
https://www.libraryfair.jp/character/2019/9505

