2020.7.25(土) としょかんワークショップ高校生編・20代編
１班『こんな図書館がほしい』
必須

ジャンル
・ビブリオ（利用者も職員の方も）ができる

・Wi-Fi環境があればありがたいです！
周辺

設備・環境

・あなたにオススメの本（アンケート形式のもの
に答え自分に向いている本を紹介してくれる）
・難しい（手が出しずらい）ような本だけでなく

読みやすい本も同じくらいあるような場所

・外観的からも来たくなるような設備

・電車からおりてすぐ

・明るくて開放感がある

・駅の近く

・バリアフリー

・駅の近くがいい、
バスも利用しやすく

・音楽関連のものが増えても良いと思う

・エレベーター

・職業ごとのコーナー

・様々な年代の人にも使いやすい施設

・バス停

・若い世代の人が読みたい本やCDがある

・誰でも行きやすい場所

・ふくろうバスが通る

・系統ごと（本、CD、DVDごとではなく系統ごと

・静かな空気ではなく明るくて話しやすい空間

にそろえられている）

（停まる）場所

・小さい子でも一人で来れる図書館

・パソコンで検索（自分の読みたい本）
・利用しやすい環境（年代別）
・系統ごとに明るい所へ！

・おしゃべりスペース、学ぶスペースをそれぞれ別々に作る！
・にぎやかなスペースも静かなスペースもある
スペース ・くつをぬいでゆっくり本を読める場所

イヤシ

・子供が遊べる図書館

・近くに小動物や犬、猫がいる

・お母さんもお休みしながら
・さわげる場所
・子どもたちの読み聞かせスペースがある

スタッフ

・一息つけるようなカフェがあるといい

・職員と利用者の間に壁がない

・カフェみたいに飲食をしながら学べる環境

・気軽に相談できる環境へ！いじめも多い

・飲食ができる

その1
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その1

２班『こんな図書館が欲しい！』
飲食

建物（最初からどうにかしてほしい部分）

・飲食OK
立地

・飲食ができる

・駅に近い、徒歩で行ける

・飲食ができる図書館

・駅からぬれないで行ける

・飲食スペースがあると…
・お菓子飲み物が買えるスペース
・飲食物を販売する場所がほしい
・カフェとかを併設して、飲食可能、

長時間利用を可能にしたい
インターネット空間

・近くに公園がほしい

建物
・木造で自然光の入る明るい場所にしたい

・Wi-Fiがあるところ

・オンラインサービス

・広い図書館がいい
・明るくて閉鎖的でない図書館
部屋1

・一人になれる場所がほしい
・一人でいたい人と会話しながら
したい人と場所を分ける

（郵送による貸し出し等）
・気に入った本を買えるサービス
・オンラインサービス（読み聞かせ）
司書さん
・話しかけやすい優しい司書さん

・季節を感じられるレイアウト

・段差が少なく手すりや案内図等が充実している

・静かな場所と騒ぐ場所をわける
サービス

・検索機たくさん

・おしゃれな建物

・インターネット空間の確保
・Wi-Fi

建物（あとからでもできる部分）

・博物館と合体している

部屋2
・会話をしながら勉強できる学習スペースがほしい
・託児所のように朝あずけて他の子と遊ばせておけ
る空間
・楽な姿勢で本が読める場所

本など
・リクエストコーナー
・音のなる絵本をおく
・いろんな職業を知れる
コーナー
・たくさん本とマンガ、
雑誌がほしい

・旅行冊子、パンフレットが
ほしい

イベント
・利用者が自分のおすすめの本を
紹介できる場

2020.7.25(土) としょかんワークショップ高校生編・20代編
3班

『こんな図書館がほしい‼』

Wi-Fi

蔵書の充実

・Wi-Fiの設置

・洋書

・Wi-Fi設置

・専門書がそろっている
・参考書（最新の）がいっぱい

目的別の部屋

・Wi-Fi環境

・論文がよめる
飲食

・検定の本の貸し出し

・スタバ（オシャレ）飲食可

・作文、小論文対策コーナー

・飲食スペース

・新書コーナー

・飲食OK

・みんなでわいわいさわげる場所
・みんなでガヤガヤ部屋
・グループで使える部屋
・雑談できる部屋

・マンガコーナーの種類

・親子で広々使える

・星座に関するコーナー

・カフェ

（プラネタリウム等々）

アクセス

・テラス席

・大型絵本

・学校からのバス交通

・テラス席

・同じ進路の先輩のオススメ本コーナー

・駅周辺

・理科室や実験室（本を読みながら）
・調理室みたいな部屋

資料の充実
・はやりの曲の楽譜レンタル

癒し

（レシピ本見ながら…料理教室）
・勉強ができるコーナー

・絵、おもちゃの貸し出し

・職員自身が雑談したりわいわい♪

・個室（一人で勉強、人に見られないように）

・DVD、CD

・本だけでなくいやしも 植物とか？

・個室の読書、勉強スペース

・CDの貸し出し（ボカロとかも）

・植物

・自由にくっつけたり移動できる机（イス）

・動物（小）魚、鳥
その他

・高校生、大学生、大人がボランティアで常にいてくれて、勉強を教えてくれたり相談に乗ってくれたりする

その1

2020.7.25(土) としょかんワークショップ高校生編・20代編
4班『こんな図書館がほしい！』
施設（必要なもの）
・Wi-Fi

・Free Wi-Fiが欲しい‼

・スロープやエレベーター（足腰の負担へらす）

・テラス席で飲食やゲーム、読書、勉強

施設（あったらいいな）

・複数人でいられる、話せる場所

・個人スペースや個室（静かな自分だけの場所）

・貸しロッカー（長期） ・足湯

・個人室、集団室が欲しい‼

・大きな部屋を区切って、個人スペースが欲しい！

・大きい窓、てんじょう窓

・コンセントが欲しい

・和室と洋室がどちらも欲しい

・トイレがキレイ

・子供の遊べるスペース

・外国から来た方が日本の文化に

・本を検索するパソコンがほしい

触れられる機会
立地

・学校帰りに寄れる

・飲食OK！ ・運動不足解消

・木造

・自力で行ける場所

建物

サービス

・堂々と寝られるスペース

コンセプト

資料

・待ち合わせの場所
・友達づくりの場

・BAさん常駐

・ブラウジングが楽しい

・iPad貸してほしい

・ギャルが来る図書館

・流行の小説やコミックを取り入れる（reason:これこそ20代、10代若い世代が利用）

・図書館内で音楽を流す

・カウンセラーを取り入れる（ひとことスペースの悩み相談から）
・プレゼンテーションの練習の場を作りたい‼

・映画をスクリーンで見たい！

・鑑賞会がしたい

・ジャンル別に分けて、見やすく見つけやすくする（本、CD、DVD等）
・CD、DVDがそろっている（古い物から新しいもの）

（足音だけでなく息をする
ほど静かなのは…）
・POPなどの本の紹介がまとめられた
コーナー
・開館時間が長い ・参加型イベント

その1
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・開館時間が長い ・参加型イベント
6班『ぷらっとしょかん』
飲食

フンイキ

トイレ

・カフェ

・明るくて

・ふらっと行ける ・キレイ

・イートインスペース

・朝も、仕事終わりも寄れる（開館時間）

キレイな

・飲食OK

・足音が響かない ・緑（植物）

トイレ

・飲食スペース カフェとかも!

・植物園

・カフェテラス

・小鳥が集まる庭、植物園、バードウォッチング

・食堂

音楽
・としょかんをライブハウスに
・音楽スタジオ（練習、録音）

たてもの
・近代的 ・未来的
・木造（県産材など） ・古い建物の魅力

・キップの券売機

発信
世代

・若者と高齢者のお互いが

・でも広すぎると

気持ちいい

疲れちゃうかな

・幼児が遊べる空間

・閲覧スペースを

・子どもがくつろげる

○○ｍ置きに設置

リラックス
・温泉

・交流掲示板
・利用しただれかのおすすめ

・スーパーセントウ

・明るい（日ざし） ・昼寝ができる
・たたみコーナー

・リクライニング席

・寝ころがってマンガ

資料

コーナー
・市内のおいしい食べ物が
わかる！
・開店情報 ・HPの充実

IoT

・テラス席（日なたぼっこできるような）
・岩盤浴

・アウトプット（展示できる）

・Wi-Fi
・Wi-Fi
・3Dプリンター
・デジタル機器 ネット環境

・ゲーム機（みんなで島を

開拓する会とか）
・本以外も借りれる
・勉強も遊びも
（インドア・アウトドア）
・最新刊がある
・資料が豊富
（調べものができる）
・難しそうだけど…何か読め
そうな気になるそんな棚
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7班『理想の図書館』
飲食
過ごしやすさ

・最新の情報ブースある
・カフェ

・ガラス張り

・飲食できる

・色味が明るい建物

・飲食ができるエリア

・BGMを流す
・明るい空間
・明るい自習室

要望
・マンガも多く置いてほしい

外観

・定期的に新しい本の入れ替え
・清潔なトイレを完備
・駐車場、駐輪場の整備
・広めの駐車場

・子どもの遊びスペース
・公園が欲しい
・ピアノ巨大な

・市の紹介ブースがある
スペース

・資格の本
・パソコン貸し出しあり

・休憩スペースの完備

・座席にコンセントがある

・座席数が多い

・Wi-Fi（自分のパソコンが使えるように）

・話ができるスペース
・話しながらブース、集中ブース
用途別に利用できる
・座席数が多い
・静かな場所とにぎやかな場所と両方ほしい

その他
・学校や仕事帰りに立ち寄れる立地
・夜遅くまでやっている
・観光地になるような図書館

その1
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8班『それぞれのお気に入りの場所～また行ってみたい図書館～』
子ども

利便性

・0歳から使える図書館

空間

・子どもが（と）楽しめる

・寝ながら本が読める
・図書の配達（ポスト返却）・気軽に使える
・インターネットだけでなく色々なPCソフトが
導入されている（イラストレーター、フォトショップ）

外観

・公園広場 ・中庭がある→スポーツ、キャンプ、畑、花

・マッサージスペース

・開放感

・多目的な貸し出し部屋がある

・ガラス張りの外観

・オシャレでシンプルなデザイン

（音楽、ダンスなど練習）

・おしゃれな図書館

・外観はいりたくなる

・アロマ♡がある空間

・天井高い

・駅前を照らす

・おもしろいポップ（ビレバンのような）

・静かな部屋と騒げる部屋は両方ほしい

スタッフ

・大声で話せる笑えるスペース

・優しいスタッフ

・にぎやかであれ（防音室・個室等を設ければ？）

・相談 恋愛♡とか！？

サービス

・カフェがある図書館
・カフェスペース

体験

・VR体験ルーム
・トレーニングもできちゃう図書館

・各スペースの側に関連する本がおいてある
・トレーニングできちゃう図書館
・ストレッチ、ヨガ、エクササイズ
・料理スタジオ

・進路相談とかにも乗ってくれる人
イベント
・ゲームの体験

・イベント

・イベントがある図書館

・わんこそば

・個人がイベントしやすい

・科学実験ができる

・本を題材にいろいろな体験ができる
・夜の図書館ツアー（星空、おとまり）

・子どもたちが絵本を題材に人形劇や寸劇ができる

その1

