としょかんワークショップ 一般編 第 3 回（9.27） ワークその①まとめ
第 2 回ワークショップ、20 代・高校生編で出された意見やアイディアを「分類」

１班

★＝新しく出た意見

・BM(移動図書館)
・館内であれば本を持ち歩くことができる

①本・資料・情報

・人の支えになれる司書

・おすすめの本、紹介コーナー

・探せず困っている情報を代わりに探してあげられ

・本の紹介、CD、DVD、オーディオブック

る

・対談しことを話す、資料＝人

・どんな人にも情報格差なく

・賢治コーナー(大人も子どももわかる)

・オンラインでのサービス(質問回答など)

・郷土資料の充実

・他の専門施設との連携(博物館や専門図書館)

・歴史・資料の所蔵

・色々なことができる

・利用者の SNS 発信

・自立した図書館

・耳から入る資料

・図書館に行けば新しいことに出会える

・オーディオブック＆再生機器貸出

・観光案内(花巻はもちろん近隣市町村も)

・タブレット閲覧

・利用者のブックレビューを掲示→交流を生む

・オンライン資料
・ネット時代において図書館じゃ知れないこと

③建物・環境・施設・家具

・点字資料の提供

・アクセスの充実

・外国語資料

・駅に近い
・駐車場が広い

②運営・サービス

・広場スペース

・閉館時間 8 時(20 時)まで

・学習スペース

・夜まで使える

・人が集まりやすい場所とゆったりした所

・飲食ができるスペース

・ジム併設

・飲食しながら読書

・LIVE スペース

・コーヒーコーナー(飲食？)

・音声だけを流す部屋

・就活支援

・研修室、会議室

・ビジネス支援

・小さな映画館

・就活応援コーナー

・小さなホール(音楽、演劇等)

・企業 PR スペース、ワークショップ

・キッズスペース

・チャレンジショップ

・キッズスペース

・イベント

・水飲み場(小さい子には必要)

・イベント、サークル、情報発信

・ミニシアター

・朗読会

・中・高校生のいこいの場

・本の読みきかせ

・不登校でもいいみたいなくつろげる空間

・人と人との交流をつくる機械

・書架は手の届く高さで子ども用は子どもの目の高

・映像資料の上映会

さで

・子育て世代の交流ができる

・みんなの居心地のいい空間

・保育士常駐、保育室

・ユニバーサルデザイン

・落語会

・ソファ、カフェ、くつろげる空間

・障がい者サポート
・団体貸出
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２班

★＝新しく出た意見

③建物・環境・施設・家具
・Wi-Fi 設置+

①本・資料・情報

・Wi-Fi

・DVD、CD の貸し出し

・民間企業活用、コラボ

・オーディオブックの利用

・IT、ICT の先端モデル、企業コラボ

・本以外の資料、タブレット★

・明るい空間

・絵本の充実★

・観光地になるような図書館

・雑誌、マンガ

・カフェ併設

・郷土史

・移動図書館のあり方は？

・戦争関連★

・ママ、こども、身障者にやさしい

・職業が知れる

・音楽スタジオ

・学生用の受験資料(赤本等)★

・個室スペース

・資格の本

・日本一！注目される！賢治の精神
・一人になれる場所(個室)

②運営・サービス

・静かな場所と騒ぐ場所をわける

・1 回にかりれる冊数を増やす

・学習スペース

・図書館←バス→童話村

・下段図書用椅子

・開館時間を延長

・ホールや体育しせつ

・開館時間 7-11

・好きな場所で本が読める

・休館日を極力少なく

・座席数が多い◎

・若者が(図書委員？？)選書

・観光者も入りやすい、建物と併設(カフェ、

・タブレットの貸し出し

キッチンカー、観光、案内所、賢治関連)

・イベント

・バス停 or 駅の近く

・文字の拡大機

・自由に使える席

・検索機

・バリアフリー

・就活、企業 PR

・テラス席

・不登校、外国籍の人の支援

・飲食スペース

・本の在庫が Net で見える

・飲食スペース

・学校図書館とのれんけい

・ワンストップで図書館以外の用達しも！

・学校図書館司書

・おしゃべりスペース、学ぶスペース別々

・家じゃないけどいたくなる

・利用者別の違う高さの本棚

・司書の専門性

・障がい者のサポート

・学校や仕事帰りに立ち寄れる
・自分の行きたいコーナーにすぐ行ける
・自由に使える席
・図書館利用のルールを見えるように
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3班

★＝新しく出た意見

③建物・環境・施設・家具
・超エコ、再生エネルギー

①本・資料・情報

・バリアフリーの充実した空間

・IT、プログラミング、先端技術

・個室、グループ or 個人で使える

・一次資料は必須

・みんなでわいわいしてもいい場所

・Wi-Fi

・充分な空間

・専門誌、バイブル本

・ライブスペース、ミニシアター

・行政資料の充実(公文書館機能

・カフェ、普段としょかんに来ない人のきっかけ

・健康の各論共有、衣食住

・音楽スタジオ、防音

・データ保管のスペース、機器の民間貸し出し

・調理室、実験室、本を見ながら実際にできる！！

・デザイン動画制作できる

・おにぎりできたて

・開発、IT、部屋、パソコン関連

・産直
・テーマごとにリラックスルーム、多様性、けんじ、

②運営・サービス

お酒、コーヒー

・BGM

・お酒、コーヒー、けんじ、多用な

・図書館の公募(民間起用)

・石造 or レンガ造、経年が魅力になる

・新しいことへ挑戦する

・空間、センス、デザイン

・教育委員会直轄、花巻のホジョ執行はイビツ、

・外苑整備(緑化)

生涯学習、ポリシーをもって成果につなげる

・シャワーある、ジム

・新興製作所跡地(丘の上)＜場所＞

・サウナがある

・おもちゃの貸出

・日本一のトイレ、話題性、クールな、大事

・高校生、大学生、大人がボランティアで常につい

・駐車場、車

てくれて、勉強を教えてくれたり相談にのってく
れたり

④その他

・仮眠できる

・①日本一、イーハトーブライブラリー、

・健康の仕組み

セレクト 5、①、日本一
・②死ぬまでに行きたい 15 選、オブセ、世界、
京都
・③「つづき」の図書館、本が人を追せきする
・④誰にでも開かれている図書館
・⑤成長する有機体としての図書館、
新しいけんじ論
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4班

★＝新しく出た意見

③建物・環境・施設・家具
・空間分け(若人、年配、子、親グループ)

①本・資料・情報

・空間分け、若人、年配、子、親グループ

・困ったときには図書館へ行こう！

・企業 PR の場

・花巻のこと知りたい、調べたい

・利用者のブックレビューを掲示(交流を生む)

・花巻のこと知りたい、調べたい

・エレベーター、エスカレーター

・広報の図書館情報わかりやすく

・3 班

重度障がい者の車椅子が人や学校、幼稚園

・耳から入る資料

(保育園)、老人ホームにいる人達がバスで来て本

・賢治の教育から新しい生活モデルを提案探求する

に親しんでもらえる

・イベント、サークル、情報発信拠点

・自分の好みに合ったスペース空間

・飲食店紹介コーナー

・観光協会と連携

・外国で普段読まれている本、ベストセラー

・安心、安全アクセス

・外国語サービス、読み聞かせ、移住者向け

・4 班

・賢治の思想より花巻、農業、仏教、石、空、演劇

賢治の精神を生かした全国にほこれる図書

館にしてほしい、思いやり、やさしさ、ゆとりな

などの発表空間

どあるところ

・賢治塾

・誰でも自由に利用しやすい図書館（外国人にもわ
かりやすい説明）

②運営・サービス

・明るく、おしゃべりできる空間

・様々なワークショップ

・車いすでもらくらく通れる

・花巻の先人、偉人紹介講座

・声に出して読める(小さな子が声にだしてもいい)、

・司書になりたい学生のサポート

声に出して読んでくれる（補助装置、職員さん）

・もっと市民の声をきいて図書館の基本計画にして

・緑と歴史を感じさせるところ

ほしい(情報公開)

・市の発表された構想をぬきにして

・富士大ゼミ

・ママ、子ども、障がい者、介助者の居場所になる

・本に関するおしゃべり相談

会話、飲食できるスペース

・地域の人へつなげる、つながる

・わかりやすい案内表示

・IT、ICT 機器

・立体駐車場は老人、障がい者にはふさわしくない

・予算にしばられない-ほしい本のリクエストには

・くつろげる空間(ソファ、カフェ)

全て答えられる
・利用しやすい開館時間、学生、働く人、主ふ、
高齢者
・出張図書館、アクティブに外に出ていく司書
・全員正規の司書を！
・ボランティアとの協働！
・ティーンズコーナー学生が運営
・図書スペースを要所要所につくる
・開館時間、夜 8 時まで
・学生利便性(夜 8 時まで)
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5班

★＝新しく出た意見

③建物・環境・施設・家具
・駅前、小学校高学年が自分でこられる

①本・資料・情報

・緑と歴史を感じられる

・日本一の賢治図書館

・カフェ、軽食を入れてほしい

・郷土資料の有効利用公開

・若者が集う図書館

・大学の論文★

・個室がほしい

・絵本

・フリースペース

・過去の新聞を見やすくしてほしい

・明るくて解放感

・先人ブース

・PC が多い

・図書館のデジタル化

・防音室

・子育て情報

・ちょっとしたホール

・欲しい情報が手に入る

・騒いでも OK！キッズスペース

・公共文化施設オンライン化

・障がい者サポート、バリアフリー

・観光情報、観光協会とコラボ

・カフェスペース

・強みを看板に

・音楽ホール
・高いデザイン家具★

②運営・サービス

・空間分け

・基本構想を重視

・魅力的な「環境」としての図書館

・専門司書の配備

・駐車場は立体ではなく平面

・学校図書館との連携

・小さい子が声出して本を読める設備

・利用者を制限しない

・誰もが利用できる(バリアフリー)

・ホームレスには開かれた図書館

・どの年代も行きやすい場所

・車イスで、子どもとふれあい、交流できるルーム

・みんなが行きたくなるフンイキ(外観)

・くつをぬいで本を読める

・明るいおしゃべりできる空間

・AM9：00～PM8：00 の開館
・23 時までの学習スペース
・体験講習会
・様々な生活スタイルに溶け込む図書館★
・金を稼ぐ図書館★
・話しかけやすい職員
・開館時間 8 時まで延長
・民間（地元企業、NPO）との協同運営★
・チャレンジショップ（若者がチャレンジできる）
★
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6班

★＝新しく出た意見

③建物・環境・施設・家具
・Wi－Fi、ワークスペース、会議室、プリンター

①本・資料・情報

・中高生の居場所

・とにかく蔵書数

・フラット（1 階）

・外国語資料

・勉強専用スペース（飲食可、Wi－Fi）

・様々な統計資料（データ）

・PC が使いやすい環境

・全国の大学の論文

・カフェスペース

・先人の記録

・カフェ併設

・古文書の解読

・盛岡の TSUTAYA（デザイン、システム）

・拡大鏡

・ICT、スヌーズレン、障がい者向け充実

・郷土誌の資料

・交流、会議スペース

・デジタル化

・ママ、子ども、障がい者の居場所

・デジタル資料（古い、貴重なもの）

・ユニバーサルデザイン

・音声資料

・
（となり・外でいいので）セレクト文具、本、雑貨

・子育て情報
・企画展

ショップ（ミュージアムショップみたいな）★

花巻の資料とか賢治のみせる

・文房具を購入できる
・低い、丸い、寝そべれる★

②運営・サービス

・ソファ

・子どもの一時預かり

・フリースペース 声を出しても OK

・利用者のブックレビュー掲示

・木の床

・好きな場所で本を読める

・うたた寝可★

・不登校・外国籍の人への学習支援、居場所

・くつをぬいで本を読める

・個室で DVD

・区切られたスペース

・就活支援

・美術ギャラリー

・今週、今月のおすすめ（VILLAGE VANGUARD）

・長いろうか★

★

・（場所）交流会館★

・100 年後誇れる

・野外ステージ★

・利用者にやさしい

・音楽スタジオ

・毎日行きたい
・読み聞かせ
・スマホ、タブレット、パソコン教室
・
（アプリとかで）混雑状況★
・CD、DVD の聴ける装置があれば
・移動にレンタサイクル★
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7班

★＝新しく出た意見

③建物・環境・施設・家具
・フリースペース（飲食可）

①本・資料・情報

・Wi－Fi がある

・職員の専門性

・イベントスペース

・充分な蔵書

・キッズスペース

・百年の計の図書館

資料・蔵書

・間仕切りフリーにして学習室を

・論文、参考書

・森や緑をイメージして集える

・郷土の資料図書を保存する整備

・花巻で一番のお洒落スポット

・読みたい本がすぐ読める

・受け皿

・ホームページ、ニューズレター、情報発信の工夫

・毎日行きたい

（情報発信拠点）

・外国人不登校ひきこもり障がい者の居場所づくり
・バリアフリー

②運営・サービス

・ユニバーサルデザイン

・図書館まで無料の交通手段がある

・子どもスペース 広い

・読書会

・カフェスペース

・開館時間[EXP]6:00～23:00

・音楽ホール

・育ちの場（親も子も）

・テラスで読書

・絵本コンシェルジュ（相談・紹介）

・コンビニ

・体験型図書館（子ども）

・収蔵スペース

・子ども時代からず～っと関わる

・なはんプラザに移転する

パン屋

・智を求めて 1 日いられる

利用者があまりないため

・文化交流（音楽、絵画…）

建築費がかからない

・大人向け朗読会
・賢治塾（賢治さん香るまちづくり）
・花巻市史の市民による編さん（歴史を大事）

・日本一注目される

・本ではなく人を貸し出す

・100 年図書館

・花巻ならでは 独自のコンセプト
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将来をみすえて

