
第７回
新花巻図書館整備基本計画（試案）

検討会議

令和４年３月１８日

花巻市 生涯学習部

新花巻図書館計画室
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意見聴取結果報告

資料2



大迫高等学校 2

１.開催日時 令和３年１１月２５日（木）15:50～16:50

２.開催場所 大迫高等学校図書室

３.参加者 大迫高等学校 図書委員 ８名

４.意見交換の形式・テーマ

座談会形式 テーマを設けず、自由に話す



花巻農業高等学校 3

１.開催日時 令和３年１２月８日（水）16:00～17:30

２.開催場所 花巻農業高等学校 図書室

３.参加者 花巻農業高等学校 図書委員 １８名

４.意見交換の形式・テーマ

ワークショップ形式
ペルソナを設定し、その人が使いやすい図書館についてアイディアを出す
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花巻北高等学校 8

１.開催日時 令和３年１２月１６日（木）13:30～15:00

２.開催場所 花巻北高等学校 図書室

３.参加者 ２５名（図書委員、有志の生徒）

４.意見交換の形式・テーマ

ワークショップ形式
ペルソナを設定し、その人が使いやすい図書館についてアイディアを出す
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花巻南高等学校 15

１.開催日時 令和４年２月２２日（火）15:40～17:10

２.開催場所 花巻南高等学校 図書室

３.参加者 ２１名（図書委員、文芸部）

４.意見交換の形式・テーマ

ワークショップ形式
テーマ「新しい図書館でやりたいこと」
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No. 項目 意見

1 施設の併設 家が遠いので自力で行けない。親を説得する必要があるので商業施設と組み合わせるとよい

2 サービス 猫カフェのように猫とか動物がいたら行きたくなる。

3 サービス ネットカフェのようにPCの貸出があるといい。

本は買う派。気に入った本は返したくなくなる

館内で読む派

地元が宮城で泉図書館に行っていた。小中学生しか入れないスペースがあって、お菓子が売られていたりして行きやすかった。

(泉図書館は)また、卓球スペースがあり、運動できるのもよかった。

電子書籍よりも紙の本が好き

留学生で交通手段もあまりないので、休日は大迫で過ごしている。

なはんプラザ前経由のスクールバスを利用している。30分くらい待つこともあるが、花巻の街中へは行かない

花巻の街中へは、花巻祭りや童話村ライトアップのときに行く

花巻の街中へは、宵宮などのイベントがあるときに行く

本が好きなので、図書館に1日ずっといても飽きないと思う

2021年11月25日実施　大迫高校生との意見交換

大迫高校生の生活

大迫総合支所と石鳥谷を結ぶスクールバスを利用。待ち時間はほとんどない

遊ぶときは自分か友達の家で遊ぶことが多い。コロナ前はインターネットカフェやカラオケで遊んでいた。時々宮城に遊びに行く。

大迫に住んでいるので、花巻駅周辺にはほとんど行かない。遊びに行くなら盛岡に行く。

●大迫高校との意見交換は座談会形式で行いました。

●「高校生が求める図書館」というテーマで、自由に話し合ってもらいました。

●大迫高校生の普段の生活についても聞くことができたため、ご意見とは別にまとめています。



No. 項目 意見

4 設備 本を読むだけではなく、スポーツもできるといい。バスケなど。

5 空間 若い人専用のスペースがあると入りやすい。

6 空間
花巻は勉強できる場所が少ない。勉強スペースに求めることはある程度静かで多少のおしゃべりができたり、個室があるといい。飲食

スペースも欲しい。

7 資料 雑誌やマンガがあるといい

8 資料 しかけ絵本や名作絵本など、小さい子が読む本を置くとよい

9 設備 個室があって自分のスペースを確保できると静かで勉強に集中ができる。

10 サービス 利用カードを何度かなくしている。言いづらいので、スマホで借りられるといい。

11 サービス ドリンクの定額制などがあったらいい。

12 資料 がっつり文学の本を置いてほしい

13 サービス 市内のいろいろな場所で返却できるようにしてほしい

14 施設の併設 カフェは欲しい。ドリンクバーや軽食などがあるといい。（おしゃれなコーヒーチェーンは男子高校生には入りづらいと感じる。）

15 サービス 本を借りても返すのが大変。近くで返せればよい。借りたい本を配達してくれたら便利。

16 サービス 開館時間は24時間だったらいい。

17 サービス 返すためにもう1回行かないといけないのが嫌

18 設備 駅近くの壁（未来都市銀河地球鉄道）のように目立つものがあるとよい

19 設備 冷暖房完備

20 資料 わざわざ行く手間が省けるので電子で本を読めたらいい。

21 資料 海外や他県の新聞も読みたい。

22 資料 続編が借りられていてないことがあるのが嫌

23 設備 自販機を置いてほしい

24 家具 マッサージチェアやハンモックなど、リラックスできる家具があるとよい

25 設備 コンセントは机に1つずつは欲しい。



No. 項目 意見

26 空間
長時間滞在するのであれば飽きない環境が大事だと思う。本を読むだけでなく、スポーツやネットなどいろいろなことができるとい

い。

27 設備 ホールなどをつくって講義が聞けるといい

28 サービス 自動貸出返却機や郵送での返却に対応して高齢者に使いやすくするとよい

29 サービス 開館時間を長くしてほしい。9時から22時までや24時間営業など

30 サービス 図書館で就職や進学の情報収集がパソコンでできるといい。直接話を聞くのは恥ずかしいかも。

31 設備 DVD、CDを図書館で見れる設備がほしい。（友達同士でも）防音の個室などがあればライブ映像などもみれる。

32 家具 高齢者にやさしいイスだとよい

33 空間 家みたいにリラックスできる空間がよい

34 施設の併設 1階をカフェにして図書館を使わない人も入れるといい。

35 資料 VRもあったらおもしろい。

36 サービス 移動図書館車が地域に来てくれるのがありがたい

37 家具
高いところのものは車イスだととりづらいので、低い位置にあるボタンを押すと上のほうの商品を選択できる自販機のようにしたらど

うか

38 サービス スマホの洗浄機があったらうれしい。

39 サービス 交流ノートを置いて誰でも書けるようにしてほしい



2021.12.8 花巻農業高校　意見交換会

No.1 チカ

駅ナカ（フェザンみたいな）

猫とふれあえる

趣味の本をより多くあるといい（動物の本）

ネット環境をよくする

5G

猫とふれあえるスペースをつくる（保護施設から猫をつれてくる）

→広さ6畳くらい

　本を見ながら

動物に関する本や雑誌を置く。猫以外の本も

料理の本や動画が見れるスペースをつくる

タブレットでWi-Fiつける　5G

個室でパソコンなどを使えるようにする（1つの部屋に1個yogiboを置く）

里親募集中の動物と触れ合えるスペースがある（自分のペット連れ込み可）

時間制限ありでネットを使えるスペースある

小学館の図鑑NEOがあるといいと思う（動物系）

ネットワーク環境をおいて、自由に調べたりできるような環境にする

料理の見本（マルカンのよううなサンプル）とか置いて、毎日のように入れかえる（作り方とか）

料理をつくるスペース

寝ながらでも見れるように、長いソファーなど

個室をつくる

温泉プール

サウナ

防音部屋（騒げる）

→カラオケルーム

映画館

→いまどきのヤツ

プリ機

１人で作業できるスペース

ペットに関する資料をおく

触れ合いのできるスペース

→本を見ながら触れる

　猫カフェみたいなカンジ

パソコン、タブレットなどのネット環境（5G)

リラックスできるもの（ヨガや音楽）

1 ページ



2021.12.8 花巻農業高校　意見交換会

No.3 レイカ

動画編集など個人の作業がしやすい空間や機材があれば利用しやすいと思う

編集ががんがんできる物

スポーツや趣味に関する本が多くあればいい

外国語の漫画があれば良い

広くて安全な自転車置き場

安全とは防犯

様々な言語の会話や文章を勉強する本がある

岩手や花巻についての翻訳本がある

スポーツなどの運動関連のコーナーがある

ジムができる小さな部屋がある

経済学などの学問の本を古典から新しいものまである

自動販売機がある

コインランドリーがある

ヨガやダンスなどの身体を動かしたりする体験教室を時々したりする

外に散歩ができる場所がある

ダンベルやなわとびなどの小道具もある

国際電話がある

日本の本を中国語に直してくれるもの

花巻の学生などと交流するイベントをつくる

図書館まで送ってくれるもの

スマホゲーム

遊べるものがたくさんある

お店をつくる

2 ページ



2021.12.8 花巻農業高校　意見交換会

No.4 ミツノブ

免許返納

図書館の前にバス停（石鳥谷駅前）

図書館のとなりにお店（コンビニ、本屋、喫茶店）

バス会社と連携（高齢者割り）

スマホデビュー

スマホ教室、ネット教室

→何でも教えてくれる人（ボランティア）

　（若者と高齢者が教えあう）

鬼滅の刃

新旧のマンガ揃える（会話の糸口）

予備の本も置く

映画館（リクエストされた作品）

マンガの1巻だけ揃えて近くの本屋に続きを置いとく

地域とのかかわり

学習スペースと交流スペースで分けて設定する

→掲示板（オススメの本を書いたりできる）

　オススメの本の寄贈（専用の棚）

　パソコン（動画編集等）

庭いじり

図書館の外に自分で育てている植物を置ける

植物系の本を置く

No.5 キヌエ

宮沢賢治

宮沢賢治だけの本屋

本屋の中にはパンフレット、雑誌、賢治をイメージしたグッズ、ポップ、有名じゃない作品も置いてある

旅行

寄せ書きコーナー

市民にアンケートを取って（おすすめの場所などの）結果を集計したもの（本）を置く

地元の情報紙を置く

図書館にもフォトスポットを作る

→ 宮沢賢治の作品をイメージした空間

本屋もフォトスポットになる

カフェ、食事できる場所

→ 例）マルカンソフト、わんこそば

どこになにがあるかのサイン（わかりやすいように）

パソコンで資料などを調べる

近くの駅などの情報

3 ページ



・花巻駅の近くのアパートで一人暮らし
・北上の会社で勤務、社会人1年目✨
・最近テレワークが増えてきた
・勤務時間は自分で決められる
・移動手段は徒歩か公共交通機関
・趣味は猫動画をみること🐈
・猫を飼いたいがアパートなので断念🐈
・最近料理をはじめたがあまりうまくいかない…

チカ（23歳・女性）

ペルソナNo.1



・ぶどう農家🍇大迫在住
・もっとおいしいぶどうをつくってオンライン
販売もやってみたいがやり方がわからない…

・ぶどうづくりを一緒にやってくれる若者募集中
・5歳と1歳の子どもがいる
・奥さんも働いているので平日は子どもを保育園
に預けている
・休日子どもと一緒に過ごせる場所を探している
でも時々は自分ひとりの時間がほしいと思っている
・移動手段は車
・趣味は地元の友達とやっているバンドで
ギターをひくこと♪

ケイスケ（35歳・男性）

ペルソナNo.2



・中国人、富士大の寮に住んでいる
・日本語勉強中（片言ならOKだがまだ読み書きは苦手）
・ソフトボール部
・移動は自転車
・日本に来たばかりで友達が少なく、ちょっとホームシック
・まだ花巻のことはよく知らない
・趣味は体を鍛えることと
YouTubeで花巻の暮らしを発信すること
・動画はスマホで編集しているが、もっといい編集機材を
使って凝った動画を作りたいと思っている
・経済学を勉強中✏

レイカ（19歳・女性）

ペルソナNo.3



・年金暮らしの石鳥谷在住
・車はあるがそろそろ免許を返納しようか悩んでいる
・子どもは首都圏に住んでおり、なかなか会えないが
孫とのビデオ通話のためにスマホデビュー

・孫との会話のために『鬼滅の刃』を読み始めたら
はまってしまった

・趣味は庭いじりと盆栽
・仕事を退職してからは地域や社会との関わりが
薄くなってしまった…

ミツノブ（70歳・男性）

ペルソナNo.4



・埼玉在住
・宮沢賢治が好きで初めて花巻にやってきた
・長期休暇で1週間滞在予定
・この旅行で賢治を知り尽くしたい
・移動手段は公共交通機関
・ガイドブックは熟読したが、地元の人の話も
聞いてみたいと思っている

・せっかくなので温泉も食事も楽しみたいが
どこがおすすめかわからない

・いい思い出ができたらまた花巻にくるかも…？
・趣味は旅行とSNSで旅情報を発信すること

キヌエ（41歳・女性）

ペルソナNo.5



2021.12.16 花巻北高校　意見交換

No.1 チカ

1 駅の近く 6 趣味は猫動画を見ること

　 交通機関とキョリが便利 ネット環境

バス停 個室

駅の近く 猫

プライベート空間

2 北上の会社で勤務 仮眠スペース

バス停 Wi－Fiがあって仕事をできる場所がほしい

駅近

他施設と連携 7 猫を飼いたいがアパートなので断念

猫

3 テレワーク 猫カフェ

個室 こたつ

個室 物件探し

FreeWi－Fi 衛生環境の充実

パソコン

ネット環境完備 8 最近料理をはじめたがあまりうまくいかない

個室のキッチン

4 勤務時間は自由に決められる イベント

　 朝ゆっくりできる場所 部屋を本毎にかえる

ご飯を自由に食べられる場所 調理施設併設

営業時間を長く 料理教室

長時間営業にする

1 ページ



2021.12.16 花巻北高校　意見交換

No1 チカ

DVD 動物と触れ合える

DVDレンタル 犬とかうさぎも

動物

リラックス 動物とふれあう

寝ながら読める 動物スペース

寝ながら本を読む 捨て猫コーナー

通いやすい 運動できる

バス停 運動スペース

駅近く 体を動かせる部屋

体を動かせる

料理設備 体を動かす

オープンキッチン

料理できる設備 テレワーク・オンライン

テレワーク個室

料理イベント 個室

料理詳しい人 ワークスペース

料理教室

パソコン

本 パソコン

料理本 キーボード使いやすい

猫カフェ安い ネット環境

カフェ インターネット

2 ページ



2021.12.16 花巻北高校　意見交換

No.2 ケイスケ

内（農家） 外（農家）

セルフオフィス 販売所

社員募集の掲示板

生産者向けの講座、本 外（父）

モールとの隣接

内（父） 駐車場

保育園の併設 給油所

靴を脱げるスペース 庭園

畳 散歩できる庭園

靴を脱ぐ アンパンマンショーが来る

yogibo ワークショップ

平置きにする 雪まつり

迷路のような本棚 イベントの開催

内（個人） 外（個人）

個室ネカフェ併設 宮殿の如く壮麗な外見

一般人のライブ ステンドグラスでの装飾

防音室

その他

日替わりで年制限

3 ページ



2021.12.16 花巻北高校　意見交換

No.2　ケイスケ

ネットパソコン 料理コーナー

調理室

ポスター展示 食品販売

産直

移動するのに便利 物の販売

広い（無料駐車場）

ライブスタジオ

子供向けDVD、テレビ ギターができる部屋

保育園

子どもの遊ぶスペース 個室（防音）

読み聞かせ 個室

木育子オーナー（スペース） しきりがある読書スペース

子どもをあずけられる

ベビーカー置き場 資料（農家）

専門家（相談する人）

交流できるスペース

4 ページ



2021.12.16 花巻北高校　意見交換

No.3 レイカ

自転車専用の道路

アクセスしやすい場所 ジム

運動スペース

ジム近く yogibo

こたつ

専門的な本 プール

大学の専門の本 広い公園

専門知識についての本 体を鍛える運動

言語を学習できる本 ランニング

日本語勉強 交流

日本語勉強本 スタバ

自由なパソコン

人間

飲食可（売店） 言語別ボード

天井高い →外国人同士のボード

大きい窓 　日本と外国の人が交流するボード

明るい日光 伝言黒板

冷暖房 動物を飼う

観葉植物 中国語対応

リラックスできるスペース フリーランスの人、ワークショップの宣伝ボード

キレイさ →栄養士さんとか

広い 日本語を教えてくれる

中高生の文の添削

設備 異なる言語新聞

体を休める場所 今っぽいごはんやさん特集

寝れるスペース パソコン

撮影できそうな場所

撮影部屋

インスタ

自習室

駐輪場

広い屋根

広い屋根付き駐輪場

防音

音が漏れない場所

給湯室

学生だけのスペース

ハンモック

畳

5 ページ



2021.12.16 花巻北高校　意見交換

No.3 レイカ

中国人 移動

外国語 駐輪場

翻訳 全自動自転車置き場

外国語に長けた司書 タクシー

市民がつくるコーナー 駅周辺のガイドブック

本を買える 駅の近く

土産も売る

日本のアニメ・DVD 花巻を知らない

図書館限定の商品 電子掲示板

（時刻表、おすすめスポット）

YouTube

季節に合わせた映えスポット

（例）クリスマスツリー

編集機材を貸し出す

良いPCたくさん置く

映えるもの季節で変える

ホワイトボード（意見を書く）

駅との統一性、デザイン

鍛える

ストレッチ器具

防音

貸出

バランスボール

勉強中

参考書をたくさんおく

寝れるスペース

コピー機

ブランケット

食堂カフェ

交流スペース
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・花巻駅の近くのアパートで一人暮らし
・北上の会社で勤務、社会人1年目✨
・最近テレワークが増えてきた
・勤務時間は自分で決められる
・移動手段は徒歩か公共交通機関
・趣味は猫動画をみること🐈
・猫を飼いたいがアパートなので断念🐈
・最近料理をはじめたがあまりうまくいかない…

チカ（23歳・女性）

ペルソナNo.1



・ぶどう農家🍇大迫在住
・もっとおいしいぶどうをつくってオンライン
販売もやってみたいがやり方がわからない…

・ぶどうづくりを一緒にやってくれる若者募集中
・5歳と1歳の子どもがいる
・奥さんも働いているので平日は子どもを保育園
に預けている
・休日子どもと一緒に過ごせる場所を探している
でも時々は自分ひとりの時間がほしいと思っている
・移動手段は車
・趣味は地元の友達とやっているバンドで
ギターをひくこと♪

ケイスケ（35歳・男性）

ペルソナNo.2



・中国人、富士大の寮に住んでいる
・日本語勉強中（片言ならOKだがまだ読み書きは苦手）
・ソフトボール部
・移動は自転車
・日本に来たばかりで友達が少なく、ちょっとホームシック
・まだ花巻のことはよく知らない
・趣味は体を鍛えることと
YouTubeで花巻の暮らしを発信すること
・動画はスマホで編集しているが、もっといい編集機材を
使って凝った動画を作りたいと思っている
・経済学を勉強中✏

レイカ（19歳・女性）

ペルソナNo.3



班 分類1 分類2 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

1 空間 図書館でしたいこと 勉強

1 空間 図書館でしたいこと 一日中勉強したい

1 空間 資料 新しい本をわかりやすいところに

置いてほしい

1 サービス 資料 リクエストの受付

1 資料 資料 漫画

1 資料 資料 画集

1 資料 資料 問題集

1 資料 資料 問題集ほしい

1 サービス 資料 リクエスト（読みたい本）

1 資料 資料 雑誌

1 サービス 資料 おもしろかったら買える

1 空間 資料 調べ事

1 資料 資料 マンガがある

1 資料 資料 文庫本

1 資料 資料 ライトノベル

1 資料 資料 検定（英・漢・数）

1 場所 立地 山

1 場所 立地 町のほうじゃなくて山に図書館

1 場所 立地 駅近

2022年2月22日実施　花巻南高校との意見交換

●花巻南高校との意見交換は班ごとに、「新しい図書館でやってみたいこと」というテーマで話し合いました。

●まずは個人で意見を出し、班で意見を共有し、新しい意見を追加したり組み合わせたりしてアイディアを膨らませながら、

その後自分たちの班で一番重要だと思うアイディアを絞って話し合いを進めました。

●下の表は、当日の出たアイディアを書き出しており、分類1はこれまで行った意見交換と同様のやり方で分類しています。

分類2は高校生が話し合いの中で行った分類です。
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班 分類1 分類2 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

1 場所 立地 駅から離すならバスを出して

1 空間 サービス 子連れの人も利用しやすく

1 空間 サービス 外で読むスペースがほしい

1 サービス サービス 絵本だけじゃなくておもちゃも‼

1 空間 サービス 子どものスペース

1 サービス サービス 足湯 源泉をひっぱってくる

1 サービス サービス タオル貸し出し

1 サービス サービス 牛の乳しぼり 持ち帰れる、収益になる

1 サービス 時間 7:00~21:00

1 サービス 時間 7:00~20:00

1 サービス 時間 利用時間延長

1 サービス 時間 部活終わってからも行きたい

1 サービス 時間 電車の待ち時間にも行きたい

1 建築 設備環境 天井がきれい‼（デザイン性があ

る）

1 建築 設備環境 高い

1 設備 設備環境 トイレがきれい

1 設備 設備環境 ウォシュレット

1 空間 設備環境 大広間ほしい

1 サービス 設備環境 パソコン貸し出し

1 建築 設備環境 吹き抜け

1 空間 設備環境 明るい

1 空間 設備環境 見渡しやすい

1 設備 設備環境 bigTV

1 空間 設備環境 クラス活動 会議室みたいな話しても大丈夫

なスペースがほしい

たな、ホワイトボード、プロ

ジェクター

1 サービス 設備環境 マッサージ機

1 空間 設備環境 個室（勉強する部屋）

1 サービス 設備環境 パソコン貸し出し

1 空間 設備環境 ちょっと囲まれていてほしい ライト

1 設備 設備環境 コンセント
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班 分類1 分類2 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

1 設備 設備環境 エレベーター

1 設備 設備環境 エスカレーター

1 設備 設備環境 しきったスペースに１つずつライ

トを置く

1 空間 設備環境 カフェ以外にも休めるスペースが

ほしい

1 空間 飲食 食事スペース

1 施設の併設 飲食 コンビニほしい

1 空間 飲食 ドリンクスペース

1 空間 飲食 飲食スペース

1 空間 飲食 水槽

1 施設の併設 飲食 café

1 サービス 飲食 カフェで買ったものを個室に持ち

込み可

1 サービス 飲食 カフェでも本が読める

2 空間 スペース ねるとこほしい 個室

2 空間 スペース 音楽流してほしい 人気の

2 家具 スペース ハンモック 本を読みたい

2 空間 スペース 自由スペースほしい

2 空間 スペース 良い匂いにしてほしい

2 空間 スペース 庭で本を読めるようにしたい

2 空間 スペース 建物内に木が植えられてほしい

2 サービス Wi－Fi パソコンがあるといい

2 サービス Wi－Fi Wi－Fi

2 資料 Wi－Fi 電子書籍で見れるようにしてほし

い

2 サービス Wi－Fi フリーWi－Fiほしい

2 空間 個室 個人スペース 小さい部屋

2 空間 個室 個人で勉強できる場所がほしい しきりでも可

2 空間 個室 個人スペースほしい

2 空間 個室 学習スペース 個室

2 サービス サービス たくさん借りたい
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班 分類1 分類2 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

2 サービス サービス 利用時間を長くしてほしい

2 資料 サービス 漫画ほしい 人気の

2 施設の併設 ほしい機能 カフェ ストローとか

2 空間 ほしい機能 遊べるスペースがほしい

2 空間 ほしい機能 騒げるところ

2 空間 ほしい機能 自由に騒げる

2 空間 ほしい機能 友達と話す

2 空間 ほしい機能 世間話で盛り上がれる所

2 空間 ほしい機能 ギャーギャー

2 空間 ほしい機能 友達とワイワイ勉強

2 空間 ほしい機能 広い空間

2 空間 ほしい機能 良い匂い

2 空間 ほしい機能 多目的

2 空間 ほしい機能 自由スペース

2 サービス ほしい機能 Wi－Fi

2 サービス ほしい機能 パソコン利用可能

2 サービス ほしい機能 Wi－Fi

2 サービス ほしい機能 MacBook

2 サービス ほしい機能 Wi－Fi

2 空間 ほしい機能 海

2 空間 ほしい機能 山

2 空間 ほしい機能 雪山

2 空間 ほしい機能 プール

2 空間 ほしい機能 ネット バレーとかバドとか スポーツとか

2 空間 ほしい機能 卓球

2 設備 ほしい機能 プロジェクター 映画

2 設備 ほしい機能 プロジェクター 映画観たい

2 設備 ほしい機能 テレビ

2 資料 ほしい機能 映画

2 設備 ほしい機能 テレビ

2 資料 ほしい機能 映画

2 設備 ほしい機能 ボール いろんな
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班 分類1 分類2 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

2 家具 ほしい機能 ソファー

2 資料 ほしい機能 音楽

2 資料 ほしい機能 音楽を聞く

2 資料 ほしい機能 音楽

2 設備 ほしい機能 カラオケ

2 資料 ほしい機能 音楽

2 設備 ほしい機能 カラオケ

2 資料 ほしい機能 まんが

2 資料 ほしい機能 まんが

2 資料 ほしい機能 漫画

2 設備 ほしい機能 防音室

2 空間 ほしい機能 1階と2階に分ける

2 設備 ほしい機能 防音室

2 空間 ほしい機能 飲食

2 空間 ほしい機能 飲食スペース

2 空間 ほしい機能 フードコート

2 空間 ほしい機能 飲食

3 空間 いろいろ空間 秘密基地

3 空間 いろいろ空間 展望台で景色を見たい

3 空間 いろいろ空間 森、山、海

3 空間 いろいろ空間 雰囲気が違う場所で学習、読書

3 空間 いろいろ空間 天空

3 空間 いろいろ空間 半地下

3 空間 いろいろ空間 宇宙

3 空間 いろいろ空間 天文台で星空が観たい

3 空間 課題・勉強 課題、テスト勉強

3 空間 課題・勉強 勉強スペース

3 資料 課題・勉強 課題に活用できる資料を見つける

3 資料 課題・勉強 地域に関する資料

3 サービス 課題・勉強 貴重な資料のコピー

3 建築 外装 彫刻
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班 分類1 分類2 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

3 建築 外装 ノスタルジック

3 建築 外装 古民家（和風）

3 建築 外装 シャンデリア（豪華な）

3 資料 本 新しい本も読みたい

3 資料 本 新しい本（最近の本）を読みたい

3 資料 本 神話や聖書など珍しい本を読みた

い

3 資料 本 多言語の本を読みたい

3 資料 本 別の言語の本を読みたい

3 資料 本 マンガが読みたい

3 資料 本 ラノベを読みたい

3 資料 本 本を書庫にしまわないでほしい

3 施設の併設 カフェ 一杯110円から

3 施設の併設 カフェ 定食が食べたい

3 施設の併設 カフェ ホットケーキ食べたい

3 施設の併設 カフェ ミルクティー飲みたい

3 施設の併設 カフェ ケーキが食べたい

3 施設の併設 カフェ おしゃれすぎると入りづらい

3 施設の併設 カフェ 持ち帰り可能

3 施設の併設 カフェ 友達と帰りに楽しく話す

3 施設の併設 カフェ しきりがない

3 施設の併設 カフェ カフェ的なところでゆっくりする

3 施設の併設 カフェ 飲食したい

3 施設の併設 カフェ 美味しいココアを飲みながら本を

読みたい

3 施設の併設 カフェ カフェみたいな空間で読書したい

3 施設の併設 カフェ 汚しそうで怖い

3 企画・イベント カフェ 合コン

3 施設の併設 カフェ 平日、電車待ち
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班 分類1 分類2 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

3 施設の併設 その他 トランポリンやボルダリングなど

運動したい（アスレチック）

3 施設の併設 その他 近くに公園

3 企画・イベント その他 占いをしたい

3 企画・イベント その他 ライブ（有名な人）

3 企画・イベント その他 鑑賞会がしたい 映画館みたいな大きなスクリー

ンがある視聴覚室が欲しい

3 企画・イベント その他 USJみたいなアトラクションを体

験したい

3 施設の併設 その他 温泉につかりたい

3 サービス その他 インターネットの利用

3 サービス その他 インターネットで本を検索したい

3 設備 その他 楽に行き来したい（エレベー

ター）

3 サービス その他 検索したら勝手に本が出てくる

3 空間 その他 音楽聞きたい 聞き流しの動画

3 空間 その他 楽器の練習ができる場所が欲しい

3 空間 その他 楽器の貸し出ししてほしい

3 空間 その他 だらっとする ついたて、しきりがある

3 空間 その他 一人で過ごしたい

3 空間 その他 静か、にぎやかを区切る

3 サービス その他 セルフで本を借りたい

3 空間 その他 本を読んでくつろぎたい

3 施設の併設 その他 本屋と合併

4 サービス スペース ストリートピアノ

4 施設の併設 スペース 図書館カフェ

4 空間 スペース ドリンクバー

4 空間 スペース シャワールーム 部活帰りにリフレッシュ

4 サービス スペース 有料コピー機
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班 分類1 分類2 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

4 空間 スペース 一人で勉強できるスペースがほし

い

個室

4 空間 スペース パソコン付きの個室

4 空間 スペース 個室が欲しい 勉強用

4 空間 スペース 仮眠スペース

4 空間 スペース 個室スペース おしゃべりOK グループで使う

4 空間 スペース 飲食可能

4 空間 スペース 自習スペース 紫波の自習スペースみたいな 集中しやすい not個室

4 施設の併設 スペース 食堂 花巻のいろんなお店が入ってい

る

ジャンク系、マルカン、わかな

4 施設の併設 併設 パン屋さん

4 施設の併設 併設 文房具

4 施設の併設 併設 ジム

4 施設の併設 併設 コンビニ

4 施設の併設 併設 本屋

4 空間 いやし 動物ふれあいコーナー イヌ、ネコ、ウサギ

4 企画・イベント イベント ナゾ解きイベント

4 企画・イベント イベント 周年記念で本が無料で1冊もらえ

る

4 企画・イベント イベント 借り放題ができる日 冊数制限なし

4 企画・イベント イベント 図書館の合コン

4 サービス 居心地 部活帰りにゆっくりできる 19：00～

4 家具 家具 ソファー

4 家具 家具 ヨギボーが欲しい リラックス

4 家具 家具 ハンモック

4 建築 デザイン 内装が木 落ち着く

4 建築 デザイン ガラス張り

4 建築 デザイン コンクリート

4 空間 デザイン 秘密基地っぽい

4 資料 資料 ミステリー小説

4 資料 資料 ラノベ

4 資料 資料 映画とかの原作
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班 分類1 分類2 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

4 サービス 資料 欲しい本があったら買えるシステ

ム

4 資料 資料 有名作家の最新作

4 資料 資料 写真集

4 資料 資料 恋愛小説
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