
1 北海道 のぼりべつの図書館を考える会 54 奈良県 奈良子どもの本連絡会
2 北海道 藤野地域に図書館づくりをすすめる会 55 奈良県 図書館とまちづくり・奈良県・ネットワーク
3 北海道 札幌の図書館づくりをすすめる会 56 兵庫県 ささやま図書館友の会　
4 北海道 私たちと図書館をつなぐ会・くしろ 57 兵庫県 神戸・図書館ネットワーク
5 北海道 札幌地区子どもの本連絡会 58 兵庫県 図書館ともの会・三木
6 北海道 ねむろ図書館友の会 59 鳥取県 図書館友の会米子
7 宮城県 仙台にもっと図書館をつくる会 60 山口県 図書館友の会山口県連絡会
8 宮城県 柴田町図書館とともに歩む会 61 山口県 下関図書館友の会
9 福島県 福島市の図書館を育てる市民の会 62 香川県 香川県子ども文庫連絡会

10 千葉県 としょかんふれんず千葉市 63 福岡県 なかよし文庫・福岡☆
11 千葉県 おーい図書館 64 福岡県 図書館フレンズ粕屋
12 東京都 江東区図書館友の会 65 福岡県 身近に図書館がほしい福岡市民の会
13 東京都 世田谷の図書館を考える会 66 福岡県 宮若市の図書館友の会
14 東京都 東京の図書館をもっとよくする会 67 福岡県 としょかんのたね・二丈☆
15 東京都 中野の図書館を考える会 68 福岡県 語りの会　ふっこ☆
16 東京都 町田の図書館活動をすすめる会 69 福岡県 うきは市に図書館をつくる会☆
17 東京都 西早稲田のとしょかんを考える会 70 福岡県 みんなの図書館つくろう会・福岡☆
18 東京都 多摩市に中央図書館をつくる会＊ 71 佐賀県 図書館を友とする会・さが　
19 東京都 立川の図書館を考える会 72 佐賀県 佐賀子ども文庫連絡協議会☆
20 埼玉県 越谷市学校図書館を考える会☆ 73 佐賀県 素ばなしの会・佐賀市☆
21 埼玉県 鶴ヶ島・本の森友の会 74 佐賀県 佐賀県親と子の読書会協議会☆
22 埼玉県 杉戸町図書館友の会 75 佐賀県 図書館フレンズいまり
23 埼玉県 春日部市図書館友の会 76 長崎県 学校図書館おたすけ隊☆
24 埼玉県 学校図書館を考える会・春日部☆ 77 長崎県 アエルいさはや中央商店街☆
25 埼玉県 学校図書館を考える埼玉ネットワーク☆ 78 長崎県 諫早おはなしの会☆
26 神奈川県 ２ひきのさかな文庫・横浜☆ 79 長崎県 諫早コスモス音声訳の会☆
27 神奈川県 金色ポケット・横浜☆ 80 長崎県 西諫早読書会☆
28 神奈川県 からいぶんこ・横浜☆ 81 長崎県 諫早史談会☆
29 神奈川県 つづき図書館ファン倶楽部 82 長崎県 絵布の会☆
30 神奈川県 みんなの図書館の会・よこすか
31 神奈川県 図書館とともだち・鎌倉
32 神奈川県 図書館フレンズ・逗子 84 長崎県 西諫早子どもの本を楽しむ会「ぐるんぱ」☆
33 神奈川県 川崎の図書館ともの会☆ 85 長崎県 ゆめポケット☆
34 神奈川県 生きた学校図書館をめざす会　川崎☆ 86 長崎県 ビジネス情報支援図書館懇話会☆
35 神奈川県 学校図書館を考える会・横浜☆ 87 長崎県 諫早子ども劇場☆
36 神奈川県 おはなし大好きの会・横浜☆ 88 長崎県 びぶりおの会☆
37 神奈川県 横浜の図書館の発展を願う会☆ 89 長崎県 まゆみの会☆
38 神奈川県 おはなしひろばの会・横浜☆ 90 長崎県 子どもの文化研究会『ねこのすず』☆
39 神奈川県 おはなしくまさん・横浜☆ 91 長崎県 諫早市の学校図書館の充実を願う市民の会☆
40 神奈川県 つづきっこ読書応援団☆ 92 長崎県 ぷれぜんと☆
41 神奈川県 いそご図書館サポーターズクラブ☆ 93 長崎県 点訳友の会「ムツゴロ」☆
42 神奈川県 港南おはなしの会・横浜☆ 94 長崎県 絵本の病院ぶっくる☆
43 愛知県 名古屋市の図書館を考える市民の会 95 長崎県 あそびの森☆
44 愛知県 にっしん図書館サポーターズ 96 長崎県 長崎ウエスレヤン大学ぶっく倶楽部☆
45 静岡県 静岡図書館友の会 97 長崎県 いちごの会☆
46 静岡県 学校図書館を考える会・静岡☆ 98 長崎県 諫早としょかん友の会☆
47 岐阜県 図書館の未来を考える会 99 長崎県 いのちの歌実行委員会☆
48 富山県 富山県図書館を考える会 100 大分県 別府市の図書館を考える会
49 石川県 小松市立図書館友の会 101 大分県 児童文学と科学読物の会☆
50 京都府 図書館友の会けやき☆ 102 全国 学校図書館問題研究会☆
51 大阪府 くまとり読書友の会 103 全国 児童図書館研究会☆
52 大阪府 堺市の図書館を考える会 104 全国 学校図書館を考える全国連絡会☆
53 大阪府 高槻にみんなの図書館をつくる会 105 全国 親子読書地域文庫全国連絡会☆

＊多摩市に中央図書館をつくる会は総務省あて要望書のみ賛同

賛　同　団　体　一　覧

および個人会員29名（上記地域他　秋田県、長野県）
☆印は図書館友の会全国連絡会未加入の賛同団体です。

83 長崎県
諫早市学校図書館ボランティアネットワーク
「心のたね」☆


