
図書館川柳　応募一覧

小平市立図書館40周年記念イベント 小平図書館友の会

図書館川柳
主催:小平図書館友の会
協力:小平市立図書館
募集期間：１０月２０日（火）から１１月１０日（火）
応募総数：４７０句／１８６人

※無断転用はご遠慮ください

no. 応 募 川 柳 雅　号

1 図書館は夢と希望の宝箱 桃李不言

2 子どもらの成長告げる図書記録 桃李不言

3 読むだけで作った気になる料理本 ぽん太

4 気になった本の続きは貸し出し中 ぽん太

5 夏休み休日図書館入りびたり ぽん太

6 図書委員彼女を遠目で見るトコロ ブラックキャット

7 返却日とっくに過ぎて罪悪感 ブラックキャット

8 ライバルのあいつが読んだ本借りる ブラックキャット

9 図書館に行きたくなると休館日 まろりん

10 話題本借りに行ったら予約待ち まろりん

11 靴脱いで絵本コーナー童心に まろりん

12 積読はダメよと迫る返却日

13 これくらい読まなきゃダメよと奮起する

14 読みたいと読まなきゃダメよで煩悶する

15 この本がなんでないのと司書睨む

16 本を読む賢くなった気分なる 恵晃

17 心無いいたずら本が泣いている ウララウラベ　

18 小説に挑む誘惑本が好き ウララウラベ　

19 本閉じて歴史の人に会いに行く ウララウラベ　

20 妻の横よりも落ち着く本の横 逆ペリカン

21 デジタルが忘れた小気味良い音色 逆ペリカン

22 あとがきを膨張させる夏休み 逆ペリカン

23 本は苗砂漠の脳を緑化する カラスの行水

24 子の未来育てる本がここにある カラスの行水

25 きっとある大人の階段上る本 カラスの行水

26 黙読にイビキのこだま咳払い 坊主薬剤師

27 図書館に未知なる世界詰まってる ぴのこ

28 図書館の一人ひとりに世界あり お筆
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no. 応 募 川 柳 雅　号

29 本に乗り時空を超えた旅をする お筆

30 図書館の督促で知る光陰を お筆

31 図書館で発見しよう好きなこと らんるる

32 本を読み豊かな人生見つけよう らんるる

33 図書館に先人の知恵詰まってる らんるる

34 偉人伝読んで自分史ふくらます くもがくれ

35 図書館の前に落ちてた処方箋 くもがくれ

36 宇宙より広い世界が図書館にある ことり

37 星の数ほど文字がある夢がある ことり

38 文字が生む無限の世界旅しよう ことり

39 レファレンスいわば読書のコンシェルジエ 岡野ケイ

40 図書館は我が家の書棚知恵の蔵 岡野ケイ

41 図書館へ寄付をするのもボランティア 岡野ケイ

42 めくる音夢の扉を開けてゆく

43 冒険をしたいから読むクルーソー 翔（しょう）のんまな

44 源氏読み老いの瞳が若返る 翔（しょう）のんまな

45 たまに読む本からひょいと虫が出る 翔（しょう）のんまな

46 図書館で人生変える本に会い 青春太郎

47 大好きなあなたが読む本読んでみたい 青春太郎

48 この人と決めたきっかけ本の趣味 さごじょう

49 ごろ寝しておやつ頬張り痩せる本 さごじょう

50 読書家は本の世界の探検家 さごじょう

51 誘惑は自宅に置いて集中し いわし

52 読みだせば未知の世界にのめり込み 牛美

53 読み聞かせから本好きに育つ孫 牛美

54 積ん読の本に手を出す秋の夜 牛美

55 終わりまで読んで気付いた既読本 木立慈雨

56 天高く腹が減らない本選ぶ 木立慈雨

57 読書中気付けば満月秋を知る 木立慈雨

58 図書館で君の本心だけ読めぬ 押忍！院長

59 君の横図書カードでも僕がいる 押忍！院長

60 借りた本縁を感じて表紙撫ぜ 春爺

61 なつかしい本に逢いたく図書館へ 春爺

62 図書館で借りた知識は大脳に 春爺
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no. 応 募 川 柳 雅　号

63 図書館の棚はニンゲン交差点 相模秋茜

64 かえでの葉しおりに妻は読書好き 相模秋茜

65 ファーブルと会った廃校の図書室 相模秋茜

66 ベストセラー半年待てば貸し出せる 春樹

67 3ページで睡魔にたちまち捉えられ もりす

68 館外の本がまず来るリクエスト もりす

69 週刊誌あれこれ読まんと梯子する もりす

70 図書館が通勤先の定年後 こでまり

71 家計簿は見ているだけで泣ける本 こでまり

72 昼休み転職雑誌回し読み こでまり

73 坊ちゃんを三代で読む祖父の本 四季

74 台所 付箋気になる妻の本 四季

75 「おしまい」ですやすや眠り閉じる本 四季

76 図書館でかくなイビキや落書きを ナンサン

77  図書館は本を爆買いした気分 ナンサン

78 読みきかせ　孫に間違い　なおされる ナンサン

79 図書館にタイムマシンのドアがあり 山田案山子

80 ネットより図書館で知るあたたかさ 山田案山子

81 図書館をやさしい顔となって出る 山田案山子

82 図書館は 本の香りで 進むんだ ばんちん

83 図書館で岡田探しの戦争だ 坊主薬剤師

84 静かだねえんぴつ走る横いびき 坊主薬剤師

85 夜更かしをしてもいいのは読書だけ おーさん　

86 曇り空晴らしてくれる愛読書 おーさん　

87 図書館は心ウキウキ軽くなる おーさん　

88 前借りた人を泣かせたこのページ むーむー

89 図書館で耳を澄ませば本の呼吸 むーむー

90 借りる本題でバレちゃう人間性 むーむー

91 どこよりも図書館が好きいい匂い 寿々

92 邪魔されぬ本の世界で夢を見る 寿々

93 たくさんのロマンと出会う図書館で 寿々

94 肥ゆる秋読書三昧料理本 カジ

95 親の目も図書館デートは大目に見 カジ

96 一冊の本が救った人生も カジ

3　/　14



図書館川柳　応募一覧

no. 応 募 川 柳 雅　号

97 年上の本から学ぶ人生訓 澄海

98 図書館で知識のリレー手から手へ 澄海

99 友だちになりたいこの本借りた人 森

100 寝かしつけ読み聞かす母先に寝る こはママ

101 マイ・書斎実は図書館定年後 半熟男子

102 子に絵本読む声優しお母さん すぱいす

103 図書館は誰でも来て良い居場所なり すぱいす

104 好きなだけ立ち読みできる知の泉 すぱいす

105 読みだせばいつも食事を後回し 三丁目正

106 図書館に来ると妖怪にも会える 三丁目正

107 図書館は本の数だけ夢がある 三丁目正

108 抜き忘れ栞のページ想像し イデアル環

109 次の人使って欲しいこの栞 イデアル環

110 愛のない本はこの世に生まれない つじ

111 太宰はと本音隠さず言える友 つじ

112 ホームズもハット脱ぎだすレファレンス つじ

113 本の虫ひたすら本に魅せられる 尊の君

114 図書館で出会う誰かのストーリー 白弘

115 大好きな本で性格まるわかり 白弘

116 寝る前に読んでもらった童話集 白弘

117 長編に挑んでみたい秋の夜 しげのり

118 感動を分け合い友と回し読み しげのり

119 初めての絵本は母の膝の上 しげのり

120 何時も行くそこは私の夢の国 ゆうゆう

121 本の中主人公に成る時 ゆうゆう

122 手に取って本が私を呼んでいる ゆうゆう

123  図書館で昼寝していちゃいけないよ 臨海和笑

124 読書する君の姿は別の人 臨海和笑

125 入国と同時に主役本の国 臨海和笑

126 ノミネートだけでも売れる本の綾 白井凧

127 読みながら添い寝したいなその著者と 白井凧

128 本棚の整理で出でしお宝が 白井凧

129 うっかりと本借りに来て休館日 午薄虎喰

130 図書館は真夏に水を飲みに行く 午薄虎喰
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no. 応 募 川 柳 雅　号

131 シャーペンと君のささやく試験前 午薄虎喰

132 昼下がりしばし私は本の中 かすみ草

133 読み聞かせ強く優しくアクトレス かすみ草

134 活字読む私の頭はグーグルよ 上州風神

135 凛とした静寂騒ぐぺージ音 上州風神

136 輝いた見出しの本が踊り出す 上州風神

137 高齢者ボケないように本を読む

138 図書館は夢が詰まった宝箱

139 司書さんの笑顔がすてきまた来よう

140 眠れずに本を読んだら直ぐ夢路 陽気爺

141 借りた本返却迫り飛ばし読み 陽気爺

142 空調の良い図書館でついいびき 陽気爺

143 寝室で２泊３日の本を読み ろんちゃん

144 図書館の印まで読んで閉じる本 ろんちゃん

145 恋人と別れる様に返す本 ろんちゃん

146 背表紙で恋を覚えた図書館 りおのばーば

147 金かけず楽しみ覚えた本がある りおのばーば

148 きっかけは同じ本とる触れ合う手 りおのばーば

149 どうしても読めず投げ出すベストセラー みゅう太郎

150 今日からは小春日和も本日和 みゅう太郎

151 きっかけは獄中で泣く彼の本 みゅう太郎

152 図書館は母子で遊ぶ本の森 服部ゆうな

153 読み聞かせパパとふれあう日曜日 服部ゆうな

154 テーブルはわが宇宙なり本を読む 服部ゆうな

155 図書館で出会えた奇跡忘れない むこう

156 長い夜は本の世界に吸い込まれ むこう

157 恋してる一冊の君離せない むこう

158 昼下がり本と会話の時が好き 働き蜂ちえちゃん

159 本ならば世界一周一っ飛び 働き蜂ちえちゃん

160 雨降れど通う図書館夢の国 働き蜂ちえちゃん

161 本の虫鳴き始めたら図書館へ はなばあば

162 図書館は過去へ未来へ本の駅 はなばあば

163 図書館で世界一周本の旅 はなばあば

164 トリックの見抜き上手な本の虫 てぬき親父
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no. 応 募 川 柳 雅　号

165 図書館は我が人生のステーション 橋

166 本を借り知恵を拝借する図書館 橋

167 世事忘れ活字の海に溺れたい 橋

168 喜んで自ら迷う本の森 芝

169 図書館の本の数だけ尽きぬ夢 芝

170 そっと閉じしばし余韻に浸る秋 芝

171 電子版よりも活字にやはり飢え 紫苑

172 まず探す 本となじみの人の顔 紫苑

173 アロマみたい図書館においホッとする 紫苑

174 いつの間に我が愛読書子の棚に まるこ

175 図書館で知的財産蓄える まるこ

176 本読んでいろんな人生疑似体験 まるこ

177 本よりも君の心を貸し出して たかさま

178 君好きなヘッセ借りれば柿落葉 たかさま

179 本探す君の横顔見つめてた たかさま

180 今日も読むあの本新聞図書館で 春水

181 図書館に通ってボケサビ防いでる 春水

182 読書して広げ深める世界観 春水

183 アサ一の記事に釘付け独り占め

184 ドアが開く延ばす手の先スポーツ紙

185 なじみ顔何時もの席にスポーツ紙

186 図書館で昼寝する人増えている 吉野六味

187 ひまだなあ今日もあしたも図書館へ 吉野六味

188 図書館は早い者勝ち月刊誌 吉野六味

189 きっかけは図書館にある趣味の本 はるやす

190 「また明日」本の主役に言って寝る はるやす

191 図書館へ無料日帰り本の旅 はるやす

192 好きなのはどんな本かと聞けば「紙」 中年やまめ

193 図書館が十五の春のデート場所 中年やまめ

194 真夜中に机で辞書を読むおでこ 中年やまめ

195 図書館に書斎が増えて妻の笑み はぐれ雲

196 図書館へこころのサプリとりにゆく はぐれ雲

197 図書館は孫と一緒の散歩道 はぐれ雲

198 素晴らしい本との出合い恋のよう ひろじい
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no. 応 募 川 柳 雅　号

199 諸子百家時代を超えて我の師に ひろじい

200 貸出で絵本を抱きしめ子は笑顔 ひろじい

201 図書館は人と本との出会い系 チデンシンヤ

202 中断後最初から読みまた中断 チデンシンヤ

203 好きな子の前で見栄張る哲学書 チデンシンヤ

204 図書館で居場所を探す定年後 フーマー

205 電車内女高生きらり本を読む フーマー

206 またスマホ？今度は電子書籍だと フーマー

207 終活も愛書捨てるに未練あり 星酒

208 愛読書携え三途の川渡り 星酒

209 ボケ防止読書に勝るものはなし 星酒

210 図書館は学びの里のはしわたし 利風

211 図書館は新聞雑誌ソファーあり 利風

212 図書館へ一番乗りはおとしより 利風

213 図書館で心にパワーもらい受け 落犀庵

214 図書館でタブレット出し読書する 落犀庵

215 図書館で大人買いした気分なる 落犀庵

216 パラパラとサラサラだけが呼ぶ眠気 よしぼう

217 オジサンが散歩の途中読む新聞 よしぼう

218 新顔がボクの定位置座ってる よしぼう

219 本棚に生意気盛りの俺がいる  ロマン派

220 食べるもの食べずとも本買いし頃  ロマン派

221 眠れぬ夜宇宙の本と夢探す ひこうき雲

222 レキジョにはチョコのお返し歴史本 ひこうき雲

223 祖父・父・子心の橋になる『坊っちゃん』 ひこうき雲

224 返さなきゃ気づけば返却期限過ぎ 竹の子

225 朝読書毎日ページ更新中 竹の子

226 メガネ率電子書籍と増加中 竹の子

227 森と本兄弟だった知っていた？ ポン打

228 ヒネタ子が図書館通ってまっすぐに ポン打

229 図書館にあってほしいな昼寝部屋 ポン打

230 ヒーローに誰もがなれる本の中 森つぐみ

231 癒されるスマートホンより紙の本 森つぐみ

232 迷った日心に翼くれた本 森つぐみ
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233 カウンターにもみじ手が出す本十冊 小市民

234 大切に読みまわす本図書の本 小市民

235 守ろうね返却期限図書の本 小市民

236 書の主と随時対話の読書哉 すすむ

237 たのもしい持ってツンドクしていても すすむ

238 忙しさや梗概だけの読書術 すすむ

239 今日も又同じページを見て眠り せちゆ

240 図書館に老名主居て通いなり 小川の金太

241 三冊もあれば充分昼寝には 小川の金太

242 本借りて返して十年二トンなり 小川の金太

243 図書館は知恵の宝庫ださあ行こう 岩窟王

244 静かさや響き渡るぜ咳一つ 岩窟王

245 ピンと張る静寂の中くしゃみ出る 岩窟王

246 図書館に行けばはかどるお勉強 紫陽花の宮

247 読まなくちゃ嫁入りまでに料理本 紫陽花の宮

248 ご趣味はと聞かれて即答「読書です」 紫陽花の宮

249 話題作アクション遅くれオフシーズン 順風

250 欲張りが本借りすぎて返す羽目 順風

251 表向き猛暑のガリ勉ライブラリー 順風

252 図書館は知恵と知識の泉です

253 読書とはあゝ人生のこやしなり

254 仲町館これが１０億の捨て場所か

255 図書館でヘミングウエイ呼んでいる 絵里

256 顧みて地アタマ出来た図書館で 絵里

257 図書館の一浪人生分岐点 絵里

258 推理もの迷探偵の名巻末子 やる川まい

259 人生は結末急ぐな推理本 やる川まい

260 難解本三行覚えて若さかな やる川まい

261 夏冬は避寒避暑地か読書室 巳津

262 音もなく眠るでもなくページ繰る 巳津

263 久し振り百科事典に虫眼鏡 巳津

264 冬休みこたつにみかんと本の山 ほりでい

265 読み聞かせ鬼に会わずに今晩も ほりでい

266 虫の声本と添い寝の秋の夜 ほりでい
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267 花火より火花が売れた夏は行き あらかん

268 君借りた本を開いて文字なぞる あらかん

269 本開く図書館で開く君の夢 あらかん

270 じいじたち新聞コーナー大発生 竹子デラックス

271 読み進みはっと気づいた前読んだ 再魂胆

272 １０冊を期限内には読みきれず 再魂胆

273 頑張って一生かかって棚一つ 再魂胆

274 本の中どきどきわくわくあふれてる 美和小学校

275 本選ぶ本棚たちとにらめっこ 美和小学校

276 本読むと時間が短く感じるね 美和小学校

277 本ってねはまればけっこういい感じ 美和小学校

278 読書して本との会話楽しもう 美和小学校

279 絵本でね心に栄養与えよう 美和小学校

280 本はみな心を豊かにしてくれる 美和小学校

281 図書館は心やすらぐよりどころ 美和小学校

282 本を読み心を豊かに育てよう 美和小学校

283 心をね豊かにするには読書する 美和小学校

284 本の世界すい込まれてく主人公に 美和小学校

285 本読むといろんなところへ行けちゃうよ 美和小学校

286 本を読み知識を覚えて活用だ 美和小学校

287 図書館で本を一冊もう一冊 美和小学校

288 本を読む自分の世界に入り込む 美和小学校

289 図書館にみんなたくさん読みに来て 美和小学校

290 自主読書たくさんよむほど脳発達 美和小学校

291 本読んで本の世界に入り込む 美和小学校

292 楽しいな種類豊富で図書館は 美和小学校

293 映画見て図書館で泣く恥ずかしさ ヨーヨーマ

294 図書館のビデオでオペラ観たつもり ヨーヨーマ

295 退職し、図書館通いはパラダイス ななしの権平

296 図書館の常連たちに知人なし ななしの権平

297 じいちゃん毎朝何処へ行く　図書館以外に何も無し ななしの権平

298 読書は無言の親友ベストフレンドなり 浜野美雪

299 図書館は私の心の点滴至福のときなり 浜野美雪

300 本は活字の森林公園　あすへの道しるべ 浜野美雪
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図書館川柳　応募一覧

no. 応 募 川 柳 雅　号

301 寒い冬ほっこり話で暖をとる

302 魔法使い詐欺師に刑事七変化

303 図書館の老婆の過去に小ローマ 三谷本健太

304 図書館を出れば前衛枯れ蟷螂 三谷本健太

305 楽聖を検索した日の御雷光 三谷本健太

306 本の虫読めど読めども脱皮せず 白雲

307 図書館の無尽の宝が友となり 白雲

308 読んだ手がそのまま読まれ投了す 白雲

309 専門書買って満足積ん読で Ｋ・Ｙ

310 本離れ介護予防でぬり絵する Ｋ・Ｙ

311 幼き日ほんのり甘い絵本さがす Ｋ・Ｙ

312 本はあるあるけど見たい本はなし やとりまだ

313 よまないとほんすべてがね可愛想

314 可哀相よんですぐにねうられてる

315 たいせつだほんをだいじにつかおうよ

316 お目当ては本と言うより美人司書 みゃんくん

317 どうしよう又も忘れた返却日 みゃんくん

318 伏線が全て繋がる結末で みゃんくん

319 本を読む時だけ静かねよく言われ だいちゃんＺ！

320 司書さんのやさしい声を聞きにゆく だいちゃんＺ！

321 図書館は本のビュッフェだ！どれ読もう？ だいちゃんＺ！

322 図書館でひねもすのたりのたりかな レディー・ババ

323 新刊書図書館で借りてスルーする レディー・ババ

324 巣立つ子へ飛躍の糧に贈る本 のんママ

325 良い本が僕をリセットしてくれる のんママ

326 三世代つなぐ絵本の回し読み のんママ

327 図書館でしづかに脳のリフレッシュ クジラ

328 好きな人居るから本を読みにゆく クジラ

329 図書館で初めて会った人が妻 クジラ

330 朝迎え続き気になり叔母危篤 ぴんちゃん

331 借りた本落書きするなよ犯人を ぴんちゃん

332 再読しへそくり出てきてブックりだ ぴんちゃん

333 食べるもの食べずとも本買いし頃 ロマン派

334 図書館はやっと見つけたわが居場所 ブックマーク
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図書館川柳　応募一覧

no. 応 募 川 柳 雅　号

335 彩音ちゃん絵本聴き見て美味しいっ 小春日和

336 ホーム行き絵本読む日々母笑う 小春日和

337 初対面愛読書知り仲良しに 小春日和

338 図書館へ連れて行ってと孫五歳 明拓

339 本を読むインクの匂いに誘われて 明拓

340 読み聞かせ読み疲れて爺（じい）舟を漕ぐ 明拓

341 「おこづかい」突然孫が小郎丸 三久

342 びっくりポンうちの娘もハローウィン 三久

343 図書館で片手に絵本かたてに子 三久

344 本が好き紙の手ざわりめくる音 花まつり

345 本が好き本が好きな人も好き 花まつり

346 マイナンバーもらっているのは図書カード

347 借りに来た以外の本を借りてきた おにやんま

348 眠れない本の一行スルーできず おにやんま

349 早く売れ床ぬけると妻激怒 おにやんま

350 一人で悩まず図書館行き調べてみよう ひろさん

351 街の事を知りたい図書館へ行って見る ひろさん

352 本をスマホで探し 予約し 図書館へ行く ひろさん

353 図書館でスマホ見てる何とまあ ペー助

354 本を読む家内の傍で俺スマホ ペー助

355 新書読むワクワク感が堪らない ペー助

356 図書館に 根っ子生やしている親子 悦

357 ネットでは辿り着けない本の味 悦

358 図書館に孫の手を引き向かう幸 悦

359 図書館でやや背伸びした本を読む 与太郎

360 図書館で本を読む人眠る人 与太郎

361 夏冬は図書館にいる俺様だ 与太郎

362 大切な一人ひとりの物語 はちみつ

363 図書館の扉が開く好奇心 はちみつ

364 図書館は毎日いいね！本曜日 はちみつ

365 読書量増えるマンガに減る活字 マイペース

366 図書館に必要なのか絡む蔦 マイペース

367 電子本”積ん読”したがどこへやら マイペース

368 眠くなるああ眠くなる閲覧室 テイラー
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図書館川柳　応募一覧

no. 応 募 川 柳 雅　号

369 電子版見つめ続ける青い顔 テイラー

370 最終章ああそうだった何回目 テイラー

371 図書館で昼寝しながら本を読む」 詩句発苦

372 船を漕ぐ咳に反応 「恥」航海（後悔） 誰やねん

373 新書棚心証に風目に鱗 誰やねん

374 介護する母の灯(ひ)消えて読書する

375 介護から介護の谷間読書する

376 読書する膝に小猫の擦り寄りて

377 本読みでスクスク育つ好奇心 豆助

378 図書館で放課後僕らは探検し 豆助

379 読み聞かせ母と触れ合う大事な時間（とき） 豆助

380 図書館で読んで仕入れた知恵知識 まねき猫

381 借りてきた本の栞に女文字 まねき猫

382 各世代ごとにずらりと本の棚 まねき猫

383 猛暑日の図書館エコのお手伝い わたぼうし

384 いいことがあるかも行こう図書館へ わたぼうし

385 図書館が街の中心情報源 わたぼうし

386 我が子連れ昔に読んだ本探す 歓恵

387 ゲームより本をたくさん与えたい 歓恵

388 脳内でどこでも行ける本の旅 歓恵

389 こだいらは図書館多くて便利だな 津田うめまろ

390 図書館の本でドミノをやってみたい 津田うめまろ

391 どくしんでどくしょばかりでこどくだな 津田うめまろ

392 勉強のスイッチ入る 図書館へ  Y

393 いつの間に貸出期限が迫ってた  Y

394 久々に訪ねてみたら閉館日  Y

395 絵本棚恥ずかし続きは気になるし 緑染衛門

396 図書館に家出したいなクローディア 緑染衛門

397 あの人のお薦めの本読み耽る 緑染衛門

398 ぼくのゆめ図書館中の本を読む 図書館戦隊

399 書庫の本ゾロリ怪談ああ見たい 図書館戦隊

400 しらべものパソコンけんさく、まかせとけ 図書館戦隊

401 図書館と共に成長する子供 共働き母ちゃん

402 仕事場は図書館休みの日も図書館 共働き母ちゃん

12　/　14



図書館川柳　応募一覧
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403 絶版の本と図書館(ここ)にてご対面 共働き母ちゃん

404 図書館で知った未来と過去の夢 スージーぱぱ

405 夢希望未知なる世界書架いっぱい 図書館戦隊ウォッチャー

406 世の中の決まりや知識ぎっしりと 図書館戦隊ウォッチャー

407 本が好き親の姿を見て育つ 全乙

408 継続は力読書で納得し 全乙

409 本読んで出会いのできる有難さ 全乙

410 本たちはじっと書棚で出番待つ そよ風

411 本の森道案内は図書館員 そよ風

412 図書館は本気に満ちている所 そよ風

413 年とっても本の世界では若いまま 三久

414 読書する前に手に取る老眼鏡 三久

415 今日読む明日読むつもりが期限切れ 三久

416 集まりで心ワクワク図書の中 もっち

417 本の旅話題がつなぐ趣味の友 もっち

418 愛読書心の薬図書館に もっち

419 本が好きこの道まっすぐ図書館よ とんぼ

420 この作家このコーナーを全部読む とんぼ

421 青春は友と語った読後感 とんぼ

422 図書館で時間つぶせば金いらず 泡老人

423 図書館で子らに教える本のよさ 泡老人

424 本好きの親が揃うよ図書館に いないいない婆

425 幸せです好き放題に本読む時 いないいない婆

426 本あればごはんいらんとよく食べる いないいない婆

427 ギャラクシー果てまで行っても電子版 猫の手

428 漱石の猫に名前は付いたかな 猫の手

429 読みたいが積読（つんどく）が増え本の山 猫の手

430 剣客になったつもりでページ繰り 極楽トンボ

431 手ざわりと匂いが違う新着書 極楽トンボ

432 読書人活字頼りに夢を追い 極楽トンボ

433 芥川カッパの世界観て来たか カッパの手

434 読みふける本に恋して虫になる カッパの手

435 行間を読めというなら書いておけ カッパの手

436 読む前に粗筋を見て先を読む 小川
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437 本を読み笑うあなたの腹を読む 小川

438 斜め読み隣に座る人の本 小川

439 うたた寝のパパは一冊顔へ屋根 若き白髪老人

440 犯人はコイツとニヤリ読む友へ 若き白髪老人

441 あの人の名前を探す貸出カード きちひよ

442 本の君探して私は本の虫 きちひよ

443 スマホより小説読んでる君が好き きちひよ

444 前読者仲良くなれそう趣味にてる 育児中ママ

445  起きたまま夢の国までひとっとび 育児中ママ

446 買い物のついでのつもりがもう待てず 育児中ママ

447 ほんですよひとりでよみたいがんばって もうすぐ１年生

448 読むうちに我も楽しい読み聞かせ 沙舞

449 マンガでもりっぱな国語のお勉強 沙舞

450 借りたけど表紙眺めて二週間 金曜詩人

451 買おうかな棚に並ぶの待とうかな 金曜詩人

452 寝転んで旅に出たまま夜も更れり 金曜詩人

453 返してもまた次を借りエンドレス いちごショート

454 探したらきっと見つかる君の相棒 ミルキーミックス

455 本だけで自分の世界作っちゃお ミルキーミックス

456 手にとってあけてみれば本世界 ミルキーミックス

457 本読めばみんなそろって別世界 いちごジャムパン

458 読書中声をかけても気づかれない いちごジャムパン

459 老眼やかすみ目に負けぬ読書欲 白湯

460  積ん読を既読に変えてく楽隠居 白湯

461 読書欄　高い！図書館お願いね 白湯

462 また見たいでもタイトルが出てこない シズカ

463 大昔読んだ絵本を読み返す シズカ

464 楽しみに行ったときほど休館日 シズカ

465 借りてきた一冊以外は枕にし 焚新

466 芥川賞あのお笑い芸人これもまた良し（又吉） 焚新

467 いざ読まん枕に向こうも三分持たず 焚新

468 やれ嬉しババ抜き静か読書席

469 静けさやページ沁み入る咳一つ

470  この本は二ヶ月後です予約票 

14　/　14


