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分類 意見
・駅と直結してほしい
・バスセンター、駅の近く
・駅の近くにある
・雰囲気がよく多くの人が歩いていけるような場所がいい
・多くの人が歩いて行けるような場所に建設する
・移動しやすい
・近くにコンビニがある
・周りが静かで、駅に近いところが良いと思う
・借りたり、返したりがするのが便利。
・みんなが来れる場所
・図書館の場所がわかりやすい
・分かりやすい場所にある図書館
・ポルカやジョイフルの近く
・ポルカの近く
・ポルカ、飲食店、学校や保育園などの施設の近く
・立ち寄りやすい場所にある
・明るい場所に建設
・静かでキレイな環境
・障害者でも楽に利用できるようなデザインを取り入れる
・エレベーターをつけてほしい
・バリアフリーを取り入れてほしい
・障害者でも楽に利用ができるようなユニバーサルデザインを取り入れる
・エレベーターやエスカレーターをつけてほしい
・バリアフリーにしてほしい
・外にエスカレーターをつける
・バリアフリーで老人でも行きやすくしたい
・エレベーター
・スロープ
・様々な人が行ける（外国人、お年寄りの方、若い人、子供）
・外観ガラス張り
・外観がキレイ
・外見がよい
・明るい図書館にして欲しい（色）
・かわいい図書館
・きれいな図書館にしてほしい
・気持ちいい（いろんな意味で）
・やんわりと明るい図書館
・明るい図書館
・壁が明るい色。内、外
・清潔感あふれる
・日本庭園を見たい
・中庭をつける
・庭園があるといい
・中庭
・庭がほしい（鯉なども）
・植物の多い図書館がいい
・緑が多い図書館
・屋外でベンチがあったら良いと思う。
・芝生でねころがって読むスペースがあり、その真ん中にツリーハウスみたいなのがあればいいと思いま
す。（雨防止のため中庭にする）
・音姫付き
・トイレの数がそれなりにある。
・トイレがある
・化粧室がある
・トイレをきれいにしてほしい
・トイレがキレイ
・トイレきれい
・だれでも気軽に入れる図書館
・入りやすい図書館
・入りやすい、行きやすい、雰囲気がいい
・入りやすい図書館
・入りやすい図書館がいい
・憩いの場にしたい
・広いほうがいい
・広くて、きれいな所
・広びろとした空間がいい

建物

位置
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分類 意見
・広い図書館
・広いか高い図書館
・できるだけ広い部屋
・高級そざいのフカフカのじゅうたんがいい
・じゅうたん
・広いじゅうたん
・広いじゅうたんをひく
・冬あたたかく　夏すずしいところ
・防音設備をつける（騒音が少ない所）
・防音図書館設備がある
・防音
・天文台がある
・外見が図書館だとすぐ分かる。
・城（見ため）
・景色を見ながら読めるのがいい
・足湯がほしい
・目立つところに案内板をたてる
・うごく歩道をつけてほしい
・温泉
・しきりがある
・太陽の光がはいってくるといいかも（適度に）
・フローリング
・ベランダ
・窓が大きい方がいい
・レベル高い（色々な意味で）
・目立つ！！
・地下をつくる
・のんびり飲食できるスペースが欲しい
・飲食が出来る場所
・カフェとかほしい
・飲食物の販売
・飲食可能なスペースを作ってほしい
・飲食しながら本を読みたい
・カフェがほしい
・飲食スペース
・飲食
・飲食ができたらいい
・飲食をしたい
・ドリンクをつける
・カフェがあったらいい。
・おちゃをのみたい
・おかしを食べたい。
・レストランがあってほしい
・ケーキをたべたい
・おいしいコーヒーをのみたい
・飲食可能スペースを作る
・食べ物を売っている小さい店
・ドリンクバーが欲しい
・スイーツとのみ物を食べたい
・飲食できる
・レストランがある
・きっさ店がある図書館
・きっさ店
・１かい→本を読むスペース　２かい→きっさ店、遊ぶ所など
・読書と一緒にコーヒーブレイクが出来る図書館
・飲食コーナーがある
・本を読みながら飲食をしたい
・飲み物を飲みたい
・飲食がしたい
・食べたい
・食べ物が食べれるところ
・飲食できるスペースがあったら良いと思う。
・カフェ（スターバックスやドトール）と一人でほっと出来るスペース
・飲食ができるスペースを作る
・本を飲み物を飲んだりしながら読む
・食事

建物

スペース
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分類 意見
・スターバックスや、ドトールといったカフェも入れて欲しい
・レストランがほしい
・漢字の勉強
・勉強
・一人でも大勢でも利用できる勉強スペースがある図書館がいい
・勉強コーナー
・勉強をする所
・静かに勉強をしたい。
・勉強ができるスペース
・自習室みたいなスペースがほしい
・勉強会
・宿題をしたい
・勉強をしたい
・勉強をしたい
・パソコンブースや勉強できる机があったら良いと思う。
・勉強
・勉強できるスペースがほしい
・勉強をしに行きやすい図書館にしてほしい
・勉強する場所を広くしたい
・勉強がしたい。頭が良くなりたい。
・個人スペースを作ってほしい
・個人スペースがほしい
・1人の空間でしずかに勉強したい
・防音設備がとてもしっかりしている個室があったらいい。
・個室がある
・１人部屋をつくる
・１人になれる所がほしい
・個室がほしい
・１人だけで読める個室がほしい
・個室がある
・個室スペースを何こかつくる
・１人で本が読める個室がほしい
・個人ブースがあるところ（なるべく多く）
・個人ブースでいろいろなことをしたい
・１人になりたい
・１～３人で利用できる個人ブースをつくる
・個人スペースを作る。※自習室みたいに
・個室で仕切りがあったら良いと思う。
・１人でゆっくりできる場所があればいいと思います。
・しきりのある静かなスペースを作る
・個人の部屋など
・１人ずつ本をよむ机と椅子がある
・個人ブースの中にパソコンなどを置いて欲しい
・個人で勉強ができる場所
・DVDを見たい
・ＣＤ，ＤＶＤ，ビデオなどが見れたらいい。テレビも
・ＤＶＤが観える！
・ＤＶＤが観たい
・ＤＶＤを見れるようにする。
・映画をたくさん見たい
・ＤＶＤやＣＤを見る
・じさんしたＤＶＤみたい。ＰＣでもいい
・アニメのブルーレイもしくはＤＶＤも見たい
・ＤＶＤやＣＤが見れる個人ブース
・歴史のDVD
・ＴＶ（アニメ）を見たい。
・テレビを見られるようにする。
・ＴＶを見たい。
・テレビゲームができたらいい
・テレビ(個室）
・テレビを見たい
・テレビやインターネットを設置して欲しい
・視聴コーナーがほしい
・おしゃべり
・話し合いができる場所がほしい
・会話ができる

スペース
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分類 意見
・個室がある！（友達と話したい）
・話しをしたい。（ウルサくしてもだいじょうぶ）
・大きい声を出していい所がほしい
・話をしてても周りにもれたりしないような…
・友達としゃべりたい
・友達などと話したい
・じゅうたんがひいてあって５～６人の人と話しをしながら本が読めて仕切りのある部屋がいくつかあった
ら良いと思います。
・友達と自由に話ができる
・ワイワイしたい
・インターネットを利用したい
・インターネットをしたい
・インターネットが使えるようにしてほしい
・ネット設備が整っている
・インターネット
・ふつうのインターネット、パソコンをできるだけ自由に使いたい
・インターネット！
・インターネットがしたい
・インターネットが使えるようにしたい。
・パソコン
・インターネット用、その他用のパソコン
・パソコン
・ＰＣで調べものをしたい。
・パソコンを使いたい（インターネット）
・ＰＣをせっちしてほしい
・パソコンが何台かある図書館
・ＰＣしたい
・パソコンでいろいろ調べたい
・ねころがって本を読みたい
・ねころがりたい
・ゴロゴロしたい
・寝たい
・ころがってごろごろしたい
・寝る
・寝転びながら読みたい
・ゴロゴロできる空間が欲しい
・寝れる場所
・ねる
・寝る
・ねころがって本が読みたい
・寝ころんで本を読みたい。
・寝れるようなところをつくる
・ねたい。
・ねむれるスペース
・ねころんで本を読みたい
・ころんで読みたい
・じゅうたんで、ねころがれるスペースがほしい
・ゲームができたらいい（ＰＣゲーム、その他ふくめ）
・カードゲーム
・カードゲーム
・ＤＳなどのゲームがしたい
・ゲームセンターがあったらいい
・テレビゲームがしたい
・ゲームセンターがほしい
・弾幕ゲームを入れてほしい（東方）
・ゲームしたい
・ゲームをしたい
・けいたいゲームができる部屋
・ゲームせんもんのコーナー
・ゲーム
・ゲームをしたい
・ゲーム用テレビ、ゲームコーナー、攻略本、ゲーム機（ＰＳ１～３、Ｗｉｉ、ＦＣなど。ソフトも）
・検索用のコンピューターがほしい
・本の種類をけんさくできるパソコンがあるといい。
・パソコンで本をけんさくできる
・本がどこにあるのかを検索できるパソコンを多く設置したら良いと思う。

スペース
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分類 意見
・本がどこにあるか検索できるパソコンを多く設置
・本の場所がすぐ分かるきかいがほしい
・本が探しやすい
・読みたい本をすぐにさがせれるようになりたい
・タッチパネルで検索や案内をしてもらえる。
・本がすぐみつかる（PC）
・調べものをしたい
・いろいろ調べたい
・本やパソコンで調べる
・調べ物をしやすい
・ゆっくり本を読みたい
・ゆっくり本を読みたい
・たくさんの本をゆっくり読みたい
・ゆったり静かに本を読みたい
・本を読みながらのんびり出来るスペースがほしい
・静か
・静かに読めたらなんでもい
・とにかく静かなところが欲しい
・静に本を読みたい
・静かな図書館
・くつろぎやすい図書館
・一息できるスペースがほしい
・いきぬきができる所がある
・くつろぎながら本を読んでか・い・か・ん
・くつろぎたい
・なんでもかえる購買がある図書館
・売店がある
・売店がある！（お菓子など）
・ジャンプショップがほしい
・フィギュアを販売してほしい
・中に店がある
・美術館のミュージアムショップ的な
・しおりやブックカバーなどのグッズを売っていて欲しい
・みせがほしい
・Ｍ（マクドナルド）
・売店の設置
・売店（筆記用具）
・文房具の販売
・本が買える場所
・本屋さんがあるといい。
・本を買う
・本を買えるように
・本を買いたい
・本を買いたい
・本を買いたい
・中に本屋がある
・新かんが分かりやすい場所にある
・本のわけかたがわかりやすい
・本の場所がわかりやすい
・年れいで分けてほしい
・少年、少女のぶんやに分けてほしい
・ジャンルや年代別に分かれている図書館
・幼い子が遊べるコーナーがほしい
・小さい子供も楽しめるスペース
・小さい子の入りやすい絵本スペースを作ってほしい！親と子のスペースは分けるが、子供をしっかり見え
る空間にする！
・防音効果のある小さい子ども用のスペースがあったら良いと思う。
・小さい子のプレイルームみたいな
・自販機がある
・自動販売機を設置する
・自動販売機を設置する
・自動はん売機がある図書館
・本を借りたい
・本を借りたい
・本を借りたい
・本を借りる

スペース
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分類 意見
・あたらしい本がある
・新しい本（新巻）がある
・最新の本がある
・新しい本をいっぱいいれてくれる
・自由に何かできる所があるといい（マンガのテキスト、ピアノのがくふなど）
・自由な場所
・うるさくてもおこられない
・静かなスペースと、うるさくしてもいいスペース
・娯楽コーナーを設ける（麻雀、オセロなど）
・オセロ、チェス、麻雀
・トランプや花札で遊べる
・カラオケがあったらいい
・カラオケスペース
・カラオケルームを作って欲しい
・リラックスできる
・リラックスできるスペースがほしい
・リラックスできる図書館
・スポーツをしたい
・スポーツができるところ（バスケ）
・サンドバッグや、ランニングマシーンがある
・ソファーで本を読みたい
・ソファーで本を読みたい
・ソファやじゅうたんがある部屋
・フィギュアをおいてほしい
・フィギュアをかざってある図書館
・マンガ読みたい
・マンガを読む
・動物とふれあう
・動物を飼うスペース
・友達と勉強したい
・友人との交流
・ペットの部屋
・ベットが置いてある所や食事をする所があればいいと思います。
・ねとまりしたい。
・泊まりたい
・休けいスペースがほしい
・休憩
・きつえん室
・禁煙の所がある
・本を読む
・本をよみたい
・のんびりしたい
・なつメロも聴ける！（あんな曲こんな曲）
・展示コーナーがほしい
・展示施設がある
・授乳室がある
・集会スペースがある図書館
・コンサートホール
・サウナをつける
・雑誌を読む
・しきりのあるスペース
・気軽に使えるへやがある
・子供しか入れないへやをつくる。名づけて「キッズミステリースペース」！！
・1階に子どもと一緒に本を読める部屋を作ってほしい
・カラクリ屋しき
・かくまってもらいたい
・会議室
・映画館がある
・お絵描きコーナーが欲しい
・明るい空間で本を読みたい
・静かに遊べる所があったらいいと思う
・ビデオ撮影や編集がきるメディア工房があり、そこで編集したビデオなどが集会スペースのようなデジタ
ル情報シアターで見れるところ。
・ひまつぶし
・LAN対応　パスなし
・プラネタリウムがあって星を見ながら本も見れる図書館

スペース
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分類 意見
・古本屋みたいな所
・本の説明をざっくり書いているコーナーがある図書館
・子どもと、大人の本をわける。
・老若男女が楽しめる場所
・メガネコーナー（目が悪い人のためにたくさんメガネがある）
・ゆにつかりたい
・読み聞かせをする部屋があればいいと思います。
・大人向けにバーを作る
・こたつをつける
・たたみがいい
・新聞
・ひつじを飼う
・馬をレンタルできるようにする
・動物をつれて行ける
・ぬいぐるみがいっぱい
・本だけではなくＶＨＳやＤＶＤがかりられる
・駐車場がそこそこ広い
・駐車場が多い図書館
駐車場や自転車置き場が多くあると良いと思う。
・マンガ
・マンガがたくさんあって借りれる図書館（今のマンガ）
・マンガが読みたい
・まんが
・マンガをたくさん読みたい！
・アニメ雑誌がほしい！！
・マンガをおく
・アニメの本を読みたい
・マンガを見たい
・マンガを読みたい
・マンガが欲しい
・少しでもマンガを入れてほしい
・マンガが読める図書館！！
・たくさんの種類のマンガがある
・ジョジョなどの人気コミックを読みたい
・マンガを読みたい
・マンガが多くあったら良いと思う。
・ジャンプ系や、角川系といった人気コミックなども入れる
・まんがやアニメになった本、映画になった本を置くといいと思います。
・まんがや映画になった本があればいいと思います。
・様々な種類の本を入れ、おすすめの本などを紹介してほしい（雑誌など・・・）
・本の種類を増やしてほしい
・本のバリエーションが豊か（子どもから大人まで）
・本の種類がたくさん（雑誌、物語、小説、攻略本、ＳＦファンタジーなど）
・最新の雑誌（色々な種類）
・本のジャンルが限られないように
・色々な本を見たい
・本のジャンルがはば広い
・本の種類が多い図書館
・雑誌を入れて欲しい
・雑誌がたくさんある
・雑誌、ゲーム、攻略本など
・雑誌を見たい
・雑誌を置いてほしい
・雑誌を見たい
・小説を増やして欲しい
・ケイタイ小説の本がたくさん読みたい
・ケイタイ小説をたくさん
・小説読みたい
・ケータイ小説が読みたい。
・外国の本がたくさんある
・外国の本が読みたい
・海外の雑誌がある
・外国の雑誌がある
・ライトノベルを増やして欲しい
・風景の写真集などが欲しい
・絵本

スペース

蔵書

駐車場
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分類 意見
・外国人ウケをねらう（松山城の本など入れてみる）
・季節の本がある
・ギャル系の雑誌がたくさん
・本がきれい
・ゲームの攻略本
・サイクリングの雑誌がよみたい
・参考書がある
・自分が好きな本を読みたい
・前巻そろっている
・戦国ものが読みたいです！！
・人気の本は2冊ぐらい入れてほしい
・豆知識などのおもしろそうな本
・自分の読みたい本をいれてほしい
・歴史の本が欲しい（日本や中国など）
・自動開架できる本棚がある
・本の置く高さをあまり高くしない
・たくさん人が来ても全員が座れるよう椅子の数を増やすべきだ
・冷暖房完備
・エアコン、クーラーがある
・冷暖房が効く図書館
・エアコン
・マッサージチェア
・マッサージ機が欲しい
・マッサージチェアが欲しい
・大きなソファー
・ソファー
・いい感じの机がある→おしゃれ
・コンセント欲しい。１部屋ごとにあるといいな。
・リクエストＢＯＸを置いてほしい
・返却ＢＯＸの設置場所を増やす
・iPad
・幼い子用のおもちゃがある
・音楽プレーヤー
・コインロッカー
・多くの本を借りた人が返しに来るとき台車などがほしい
・つかれたらセグウェイにのれる
・本の居場所がマップで分かる図書館
・移動図書館をもっと充実に
・移動図書の回数を増やしてほしい
・移動図書で高い所が届かない人がいるから低くしてほしい
・移動図書のいる時間を延長してほしい
・移動図書にマンガを入れてほしい
・種類ごとに分別するプレートみたいなのが頭上にあったらいい
・大体の場所がわかるものをおく(本）（パット見で）
・ネットで借りて自宅に届き、ポストで返却したい。
・本の配達をしてくれる
・宅配サービスをしてくれる
・本を家に直接届けてくれる有料宅配（障がい者郵便貸出（無料）とは別に）
・おすすめの本など紹介してほしい
・おすすめの本を紹介してほしい。
・新しい本のコーナーに、説明つきで本を置いてほしい
・長い間本を借りたい
・長い間借りられる
・充電器
・送迎バスがある
・送迎バスがあるバスが通っている
・バスの送迎
・レファレンスサービスを目立たせる
・本を寄付したい
・ワイファイの環境を作って欲しい
・古本の買い取り販売
・本を売りたい
・ホームページで「新着の本」や「貸出、予約ベスト２０」などをのせていて予約や本の注文ができる
・ネットで借りれる
・相談にすぐのってくれる
・質問をしたりしたい

蔵書

サービス

備品等
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分類 意見
・小さい子によみきかせ
・自分が好きな本が共有できる
・借りたい本をかならずかりられる
・借りられる本の冊数が決まっていない。
・口コミのコーナーを作って欲しい（本の）
・本についているふろくをけんしょうで当たるとかしてほしい
・読みたい本を自動で運んできてほしい。
・障害者の方への対面朗読のサービス
・「１週間とりおきサービス」みたいなものがあると良いのでは。
・借りた人にしおりをプレゼントすればいいと思います。
・ポイントカードがつかえる図書館
・手もみのマッサージのサービス
・貸し借りを楽にしてほしい
・欲しい本をリクエストしやすい
・希望した本（資料）をたくさん集めて欲しい
・足湯
・きそ英語をききたい
・魅力あるイベントや企画展がある
・イベントのある図書館
・イベントがたくさんある
・イベントがあればいい
・イベントをつくる
・クリスマスパーティがしたい
・〇〇ショーをする
・イベント開催（スタンプラリー　例：スタンプを集めて賞品や図書カードと交換）
・文化祭などの計画をたてたい
・編み物実践
・勉強会をしてくれる図書館
・勉強会が多い図書館
・中学生、高校生を対象に週１くらいで勉強会を開いてほしい。
・作家をよぶイベントがある
・展示をしたい
・作家さんと話したい
・自分で作った本（物語、図鑑などいろいろ）が公開できたらいいかも
・〇〇大会などがある
・夜おそくまであいている
・夜おそくまで開館してほしい。
・開館時間を長くしてほしい
・開館時間を長くして欲しい（学校の日は行けないから）
・長い時間本を読みたい
・開館時間を長く！
・部活があっても利用できるような時間帯まで開館して欲しい
　（夏：１９：００　冬：１８：００　ぐらいまで）
・９時くらいまでしたらいいと思います。
・朝７：３０～夜１０：３０まで
・朝７：３０から夜１０：００まで
・ＡＭ９：００～ＰＭ１１：００
・話しやすい司書
・司書の方がいる
・司書さんが多くいる図書館
・せんもんの人
・わからないものを教えてくれる人がいる
・職員の態度を良くする（話しやすい人）
・ＡＬＴ（英語が分かる人）
・ドクターに聞ける
・クラシックなどのゆうがな曲が流れている
・音楽を聞きたい
・音楽を聴く
・音楽をききながら本を読みたい。
・音楽をきけるようにする。
・音楽を聞きたい（なんでも）
・音楽（クラシック）を聞きながら本を読みたい。
・音楽を聞きながら読む
・音楽にこだわってほしい
・なごむような音楽をかけてほしい
・８０年代～９０年代のロック音楽を流してほしい

開館時間

サービス

行事

職員

運営
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分類 意見
・みんなで笑いあえる図書館
・楽しく過ごせる
・楽しみたい
・ピリピリした雰囲気でない
・かたいイメージがない
・明るい雰囲気
・いついってもあきない
・その場にいてあきない。
・いい香り
・臭いをいい香りにしてほしい
・入場カードがある
・プライバシーが守られている
・うるさい（図書館はいやだ）（少しだったらＯＫ？）
・学校に本を運んでくれるシステムがある
・学校へ１度にたくさん本を貸して欲しい
・学校同士、図書館同士をつなぐシステムがある（県立も）

ネットワーク

運営


