
No テーブルテーマ 分類 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 サービス 運営 若い職員の方がいると話しやすい

2 サービス 運営 （職員は）感情がある人、個性豊か

3 サービス 家具 ゴミ箱を所々置く

4 サービス 家具 物の角が全部丸い

5 ハード 家具 体にフィットする寝具（人をダメにするや

つ）

6 ハード 家具 人をだめにするソファ

7 ハード 家具 ハンモック

8 ハード 家具 上げ下げできる机

9 ハード 家具 本棚を積む＋脚立

10 ハード 家具 長時間座っても疲れないイス ヨギボー、横になりながらも読める

11 ハード 家具 長時間座ってもいたくないイス クッション 軽がる型 体を包むぐらいビーズクッション

12 ハード 家具 落ち着くソファ 寝れる

13 ハード 家具 マッサージ機 リラックスしながら読める

14 ハード 家具 マッサージ機 宇宙空間のような…（北上パルにあるやつ）

2021年7月21日実施　花北青雲高校との意見交換

●花北青雲高校との意見交換はワールドカフェ形式で行いました。

●「新しい図書館で自分はどんなことをしてみたい？そのために何が必要？」という大きい問いについて、

「サービス」「資料・情報」「建物や家具など」「企画・イベント」というテーブルのテーマを設定しました。

●リラックスした雰囲気の中で、いくつかのテーブルを移動しながら、別のテーブルで出た話題をほかのテーブルで共有したり、

誰かの意見に新しい意見を組み合わせたりと、どのような意見も歓迎し、自由にアイディアを広げてもらいました。

●下の表では初めに出たアイディアを「アイディア1」、追加されたものを「アイディア2～4」としています。
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

15 ハード 家具 お尻がしずみすぎないやわいいす

16 ハード 家具 いすの肘掛にスマホとかコップとか置きたい ドリンクホルダー

17 ハード 家具 多様な種類のイスがある場所

18 ハード 家具 人をダメにするソファ（カラフル）

19 ハード 家具 本棚そのものがアート

20 ハード 家具 硬すぎないイス 長時間座ってても疲れないもの

21 ハード 家具 イスと机が所どころに置かれている １人用の小さめ

22 ハード 家具 ハンモック？

23 ハード 家具 角が取れてるイスと机

24 ハード 家具 体に負担がかかりにくいイスや机

25 ハード 家具 ケガしないような角取ったイスと机

26 ハード 家具 ハンモック

27 ハード 家具 マッサージ機 読んでると疲れるよね

28 ハード 家具 ゆったりくつろげるイス 暗めな色、大きめ 柔らかい素材

29 ハード 家具 ヨギボーのような物 ソファ 人をダメにするクッション

30 ハード 家具 白い家具

31 ハード 家具 フカフカのクッション

32 ハード 家具 ハンモック

33 ハード 家具 黒い色の家具

34 ハード 家具 アカシアの木製

35 ハード 家具 ふかふかのイス 落ち着く色

36 ハード 家具 人をダメにするクッション

37 ハード 家具 ソファー 落ち着く色 ふかふか

38 ハード 家具 イス 白い色のイス

39 ハード 家具 テーブル 白 汚れが目立つ色

40 ハード 家具 人をダメにするソファー
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

41 ハード 家具 レースカーテン

42 ハード 家具 全体の本棚を低めにする 子どもでもとれるように 1.5ｍくらい

43 資料 学校との連携 地域の学校（小中学校）と連携し授業等で活

用

44 サービス 企画・イベント 映画鑑賞

45 サービス 企画・イベント おすすめ本の紹介エリア‼

46 サービス 企画・イベント 映画会や劇

47 サービス 企画・イベント 高校生や学生によるプレゼンテーション 図書館でやりたいことを提案 図書館が受付

48 サービス 企画・イベント 高校生や学生によるプレゼンテーション 図書館でやりたいことを提案 「土曜広場」小さい子が集まる機会 親同士のつながりにもなる

49 サービス 企画・イベント 絵画の展示会

50 サービス 企画・イベント 人形 人形の展覧会をやってほしい

51 サービス 企画・イベント 人形 劇がやってみたい

52 サービス 企画・イベント 人形 ちっちゃい子向けとか

53 サービス 企画・イベント 紙芝居 大人だけでなく高校生が読み手となる場所

54 サービス 企画・イベント あわよくば赤ちゃんと触れ合いたい ちっちゃな子と遊べる空間が欲しい

55 サービス 企画・イベント 公務員志望だから市役所の人の話が聞ける

56 企画・イベント 企画・イベント 図書館映画会 有名な著作 コーヒー、ポップコーン、とんがりコーン

57 企画・イベント 企画・イベント 図書館映画会 ドラマ化映画化された本

58 企画・イベント 企画・イベント タレントお笑い芸人などのトークショー アメトークの読書芸人のような本にちなんだ

ネタ

本の紹介

59 企画・イベント 企画・イベント 岩手の作家紹介（ジャンル問わず）

60 企画・イベント 企画・イベント 自作のマンガ・小説・文学作品を持ち寄る 趣味でも可。老若男女問わず（匿名） 感想書いたり 展示会

61 企画・イベント 企画・イベント 自作のマンガ・小説・文学作品を持ち寄る コンテスト等の開催

62 企画・イベント 企画・イベント おすすめ本の弁論大会（発表会）

63 企画・イベント 企画・イベント テーマ別本の展示

64 企画・イベント 企画・イベント 本のランキング（貸出し数） 展示 人気投票
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

65 企画・イベント 企画・イベント 職員さんの好きな本紹介コーナー 他の人考えず自分の趣味全開

66 企画・イベント 企画・イベント 古本の取引 ご自由にどうぞ式で持ってい行ってもらう マンガ、雑誌、週刊誌、月刊誌

67 企画・イベント 企画・イベント 本の修理体験 修理もセットでやる

68 企画・イベント 企画・イベント 色々なジャンルの本を借りてスタンプラ

リーっぽいことをする

景品選んでもOK

69 企画・イベント 企画・イベント 読み聞かせ 朗読会（大会…）

70 企画・イベント 企画・イベント 映画会

71 企画・イベント 企画・イベント 哲学対話 お話合い ご老人の方々

72 企画・イベント 企画・イベント 哲学対話 倫理 講演開催（最近の話題に出る人）

73 企画・イベント 企画・イベント 多目的なホールを使ったミニコンサート（ラ

イブ）などを開催する

本を読むためだけの場所にしない 地域交流や新しい趣味を発見する場に…

74 企画・イベント 企画・イベント 多目的なホールを使ったミニコンサート（ラ

イブ）などを開催する

普段聞かないジャンルの音楽とふれあうこと

ができる

75 企画・イベント 企画・イベント 多目的なホールを使ったミニコンサート（ラ

イブ）などを開催する

出演するアーティストの好きな本などを紹介

する場があるとより本と親しむことができる

のでは…？

76 企画・イベント 企画・イベント いろんな企業や公務員の人の話を聞いたり質

問ができる

就職につながる 様々な職への興味を持てる

77 企画・イベント 企画・イベント 記念日やシーズンにあった本のコーナーを設

置

例．父の日にお父さんに関係のある本をおく

コーナーをつくる等

78 企画・イベント 企画・イベント 地域に関わりのある作家や賞をとったりした

人気の作家の本のコーナーを設置

79 企画・イベント 企画・イベント 不要になった本を持ってくる、持ち帰る

（コーナーを作って常に）

80 企画・イベント 企画・イベント 館長と話し合い 館長の会 どんな本がほしいか 模様替え

81 企画・イベント 企画・イベント 小さいスペースでゆっくり読書をしたい 個室を設ける日が欲しい

82 企画・イベント 企画・イベント 本のイメージイラストを描いていいやつとか

を選んで賞品を出す

83 企画・イベント 企画・イベント 本を持ち寄って売りつける

84 企画・イベント 企画・イベント 本に載っている菓子や飲み物をつくる 料理教室か（無料）配布 年に数回くらい

85 企画・イベント 企画・イベント 本に載っている化学の実験コーナー 化学の先生を呼ぶ 小さい子供でも楽しめるようにおもしろおか

しく

参加型

86 企画・イベント 企画・イベント 自分についての生態を本にして図書館に 表紙も自分で描く
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

87 企画・イベント 企画・イベント サイン会とかをする 講演とかサイン会 出身をできるだけ制限しないで来てもらう

88 企画・イベント 企画・イベント 本のリサイクル

89 企画・イベント 企画・イベント 地域のおばあちゃんの読み聞かせコーナー

90 企画・イベント 企画・イベント 子ども連れの大人 子どもに対して読み聞かせ 親がゆっくり本を読める 読み聞かせだけでなく楽器の演奏体験

91 企画・イベント 企画・イベント 地域に関わりの深い作家さん 存命→講演 亡くなられていたら作家さんの人生か作品に

ついて学ぶ

92 企画・イベント 企画・イベント 図書館が家庭で不要になった本などを集めた

りして季節のイベント（クリスマスとか）で

欲しい人にプレゼントする

93 企画・イベント 企画・イベント 図書の司書さんが選んだオススメの本の読み

聞かせ

94 企画・イベント 企画・イベント 短い小説や絵本（自作）を募集して良い作品

の人を表彰したり賞品を出したりする

地域の新聞とか ちょっと高い図書カード

95 企画・イベント 企画・イベント 蔵書にあるおかしや手芸のコンテスト？？ 本の中のものをつくる

96 企画・イベント 企画・イベント 図書館映画会

97 企画・イベント 企画・イベント 折り紙を折る 図書館にある本を使って自由にできる 大人も利用できる

98 企画・イベント 企画・イベント 本を借りたらスタンプ1コ。集めて抽選に参

加しよ～う

たまったら500円分とか図書カード交換

99 企画・イベント 企画・イベント 本の作家さんの講演、サイン会等 ご本人の読み聞かせ会

100 企画・イベント 企画・イベント ジャンル別に本の人気投票 簡単なPOP CDver.もあったらうれしい

101 企画・イベント 企画・イベント 詩・小説のコンクール等教室 記念品とか

102 企画・イベント 企画・イベント 俳句大会

103 企画・イベント 企画・イベント ハロウィン仮想するとお菓子もらえる クリスマスなどの他のイベントでも

104 企画・イベント 企画・イベント 親子で楽しめるイベント 新聞アート 読み聞かせ

105 企画・イベント 企画・イベント 一か月に一度くらいおすすめ本の紹介

106 企画・イベント 企画・イベント スタンプラリー ポイント

107 企画・イベント 企画・イベント 福祉センターの方々の販売 軽く飲食しながら本を読める日的な

108 企画・イベント 企画・イベント 地域の人がいらなくなった本・CD・DVDを

集めてフリマみたいにする。無料で好きなも

のを持ってくのでもいい

ただで譲ってもらう フリマでの収入は図書設備に 1か月に1回or半年に1回

109 企画・イベント 企画・イベント 展示（季節・イベント行事に沿ったやつ） 本以外の蝶などの展示
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

110 企画・イベント 企画・イベント POP的なやつ

111 企画・イベント 企画・イベント 夏休み長期休み中に勉強会的なのを開催した

い

112 企画・イベント 企画・イベント 読み聞かせ

113 企画・イベント 企画・イベント 季節の解体ショー

114 企画・イベント 企画・イベント 知名度を上げるイベント 全国に広まるような

115 企画・イベント 企画・イベント 各図書館とのコラボが良い

116 企画・イベント 企画・イベント 図書館にある本を使ってワークショップ （ハンドメイドとか…） 栞やブックスタンド

117 ハード 空間 BGM流す

118 企画・イベント 空間 静かな曲をかけて本を読めるようにする←？ おちついた曲をBGMに本が読みたい～

119 サービス 空間 パソコン室

120 サービス 空間 足音立ててもいい

121 サービス 空間 ゆっくりできるとこ

122 サービス 空間 飲食OKスペース

123 サービス 空間 個室を作る 明るさを変えたり机もほしい コンセントが使える 静かにしたい人も

124 サービス 空間 個室を作る 和室と洋室どちらも 時間制限（予約？）

125 サービス 空間 個室を作る 和室と洋室どちらも 寝っ転がれるor机と椅子好きな方

126 サービス 空間 キッズスペース欲しい

127 サービス 空間 紙芝居の舞台欲しい ペープサート（紙人形劇）も 個人的でも読み聞かせでも

128 サービス 空間 読書テラス

129 サービス 空間 プレススタジオ絶対欲しい

130 サービス 空間 図書館→図書センターにしてスタジオつくろ

う

131 サービス 空間 ミーティングルームめっちゃ使う NOT土足 節度ある自由

132 サービス 空間 ペットなども遊べるような自然いっぱいの庭

133 サービス 空間 大学などの授業（講義）を視聴できる部屋
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

134 サービス 空間 小さい子が騒げるような空間 床がクッション

135 サービス 空間 アクアリウム 水族館の中に図書館

136 サービス 空間 外なら飲食OKとか 食べながら読みながら ベンチが欲しい

137 サービス 空間 外で本を読める 中庭的な空間 森的空間

138 サービス 空間 外で本を読める 中庭的な空間 天井ガラス張りでそこにも本を並べる 天候に左右されない

139 サービス 空間 荷物が利用者の足に引っかからないよう天井

に置く

電車みたいな

140 サービス 空間 寝れる図書館 畳

141 サービス 空間 プライベート空間が確保できる

142 サービス 空間 友達との集合場所

143 サービス 空間 ネットカフェみたいな個室（有料、時間制

限）。防音

144 サービス 空間 防音の部屋が欲しい（3部屋程度） 騒げる場所と静かな場所を分ける

145 サービス 空間 広い図書館

146 サービス 空間 防音室 話すから

147 サービス 空間 子どもがさわいでも大丈夫な防音キッズルー

ム（絵本多めにおく）

148 サービス 空間 図書館では静かにしないといけないという固

定観念を除去して友達などと話せるスペース

を作る

話したりしたい人のための防音室をつくる

149 サービス 空間 リラックスの場

150 サービス 空間 スタジオルームを作り録音や撮影できるよう

にする

Youtubeで職員がおすすめの本を紹介

151 資料 空間 個室スペース 勉強ができる

152 ハード 空間 木の香りがする 新築の家のような

153 ハード 空間 置く物の色が激しくない 目に優しい

154 ハード 空間 飲食可

155 ハード 空間 猫を飼う（動物）

156 ハード 空間 ツリーハウス

157 ハード 空間 本の匂い（苦手な人いるかも）
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

158 ハード 空間 寝っ転がれるスペース

159 ハード 空間 和室（畳）

160 ハード 空間 木

161 ハード 空間 図書館カフェ

162 ハード 空間 中庭が欲しい 天井から空が見える

163 ハード 空間 ペット可

164 ハード 空間 ペット可 薄暗い、魚、水槽

165 ハード 空間 植物が見たい

166 ハード 空間 ひと目みただけで何があるかわかる形

167 ハード 空間 子どもが飽きない

168 ハード 空間 子どもが騒げるスペース 絵本等

169 ハード 空間 犬とすごせる外のスペース

170 ハード 空間 ほりごたつみたいな座るところ

171 ハード 空間 防音個室

172 ハード 空間 広い空間⇔狭い空間

173 ハード 空間 天候に左右されない

174 ハード 空間 明るい配色

175 ハード 空間 吹き抜けがあり開放的な空間

176 ハード 空間 庭などがあり自然と触れあえる

177 ハード 空間 １カ所に集中せず様々な所に本を置く

178 ハード 空間 木材が多く使われている

179 ハード 空間 飲食が可能なスペースがある

180 ハード 空間 空が見える屋上

181 ハード 空間 目に優しい物

182 ハード 空間 屋上で読める

183 ハード 空間 立ち歩いて読める
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

184 ハード 空間 狭い空間で無駄がない

185 ハード 空間 食事ができる

186 ハード 空間 トイレが多い

187 ハード 空間 猫がいる

188 ハード 空間 ハムスターがいる

189 ハード 空間 部屋の明るさの段階が細かい

190 ハード 空間 明るい空間 天窓

191 ハード 空間 明るい空間 白／うすいオレンジ

192 ハード 空間 寝ながら本が読める場所

193 ハード 空間 お酒が飲める図書館

194 ハード 空間 個人スペース

195 ハード 空間 全体的に薄い色の空間 木っぽい色とか白

196 ハード 空間 寝転がって読める場所

197 ハード 空間 １人用にしきりを設けた場所

198 ハード 空間 ユニバーサルデザイン スロープ、低い本棚

199 ハード 空間 畳

200 ハード 空間 個室 しきりがあればいい 人の目をさけられそうな高さ カーテン

201 ハード 空間 開放的な空間と閉鎖的な個室

202 ハード 空間 カウンター、バーみたいな（お酒×）

203 ハード 空間 寝転がりながら読めるところ

204 ハード 空間 木

205 ハード 空間 吹き抜けで広く見える 盛岡の南イオンみたいな

206 ハード 空間 ゆったりできるところ ネカフェみたいな個室っぽいところ

207 ハード 空間 イートインスペース

208 ハード 空間 個室の少し暗めの部屋

209 ハード 空間 部屋が木の匂いで充満
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

210 ハード 空間 犬を置く

211 ハード 空間 バロック様式にする

212 ハード 空間 空が見えるように天井をガラスにする

213 ハード 空間 ロフトのような場所

214 ハード 空間 プール

215 ハード 空間 目に優しい色

216 ハード 空間 ベビーベッド

217 ハード 空間 本を読んでて眠くなったら仮眠スペース

218 ハード 空間 キッズスペース

219 ハード 空間 テーブルは窓に近いところで日当たりが良い

ところ

皆が座れるような カーテンがあった方が良い

220 ハード 空間 広く感じられるつくり

221 ハード 空間 布団

222 ハード 空間 和室 座布団、障子 畳

223 ハード 空間 虫がいなそうな所

224 ハード 空間 ふわふわのマット

225 ハード 空間 屋上

226 ハード 空間 ツリーハウス

227 ハード 空間 プール

228 ハード 空間 秘密基地

229 ハード 空間 ブランコ

230 ハード 空間 自然の音がする

231 ハード 空間 教室

232 ハード 空間 絵の中にいるような空間

233 ハード 空間 ステンドグラス

234 ハード 空間 屋上 風通しが良い 景色がきれいな場所
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

235 ハード 空間 観葉植物

236 ハード 空間 木が欲しい

237 ハード 空間 ウサギ

238 ハード 空間 カーテン（ある程度の光を遮断できる）

239 ハード 空間 カウンター

240 ハード 空間 絵画が飾られている

241 ハード 空間 キッズスペース 子どもが楽しめそうな場所

242 ハード 空間 勉強スペース 落ち着ける所 仕切りがついている

243 ハード 空間 飲食可のスペース

244 ハード 空間 カーテンがあるといい

245 ハード 空間 真っ白い

246 ハード 空間 きっちりとコーナーが分かれているところ

247 ハード 空間 日当たりの良いスペースとうす暗いスペース

どっちもあったらいいな

スタンドライトと個室

248 ハード 空間 畳（せまめ）

249 ハード 空間 風通りの良い所

250 ハード 空間 猫‼（動物）

251 ハード 空間 植物に囲まれた空間

252 ハード 空間 飲み物（ドリンクバー的な）

253 ハード 空間 寝ながら読みたい ハンモック

254 ハード 空間 向かい合って読める所の他に個室が欲しい

255 ハード 空間 建物の中に木を植える へんな穴をあける 美術館みたいな

256 ハード 空間 足湯

257 ハード 空間 来た人が壁に絵をかいてもらう

258 ハード 空間 風 イイ感じの
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

259 企画・イベント 空間 座って読むだけじゃなく、横になったりくつ

を脱いで読めたらリラックスもできると思う

260 ハード 空間 かわいい女の子がいる

261 企画・イベント 空間 本だけではなく音楽を紹介できる空間

262 資料 空間 天井から何の本の種類が置かれているかが書

かれている看板をぶら下げて、中に入った瞬

間に何がどこに置かれているかひと目でわか

るようにしたい

263 ハード 空間 小さい子どもも本の種類がわかるような名札

の位置、大きさ

264 ハード 空間 本の分類が子どもでもわかりやすいように 低くても遠くからでもわかるように 2ｍぐらい

265 ハード 建築 木で造られた明るい建物 やわらかい感じがする

266 サービス 建築 階段なく全部車イス対応 床ギリギリに本をあまり並べないように

267 ハード 建築 ユニバーサルデザインにする（スロープ、エ

レベーター等）

車イス道幅2ｍ程度

268 ハード 建築 見た目は木造

269 ハード 建築 階段が少ない 平屋

270 ハード 建築 天井の骨組部分が見える 吹き抜け

271 ハード 建築 木造の建物

272 ハード 建築 木を使った建築

273 サービス サービス NOWい本は借りれる期間長い

274 サービス サービス たくさん利用してくれる人はゴールド会員に

して1か月OKとか

275 サービス サービス 移動図書館 見た目も重視 巡回先に合わせたジャンル、リクエスト受

付、カタログ的な（どんな本があるか）、時

間帯・貸出起源は…利用者カードの製作も受

付

276 サービス サービス マイナーな本の中からおもしろいのを紹介し

てほしい。あらすじとか特徴を書いた紙を貼

り出すとか

職員さんたちから（いろいろ読んでそうだか

ら）

277 サービス サービス 本のお届けサービス ネットで借りたい本を選んだら届くサービス
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

278 サービス サービス 出張図書館‼ デイサービスとかに

279 サービス サービス 図書館＝本という概念にとらわれずカフェや

自習室を備えた長時間滞在が可能な施設が欲

しい

行きたくても行けない人のために蔵書をスマ

ホやパソコンで見ることが出来るシステムな

ど…

280 サービス 図書館＝本という概念にとらわれずカフェや

自習室を備えた長時間滞在が可能な施設が欲

しい

紫波のオガールの様な複合的な施設だと気軽

に生きやすいと思う

営業（開館）している時間が多くのニーズに

合うように、夜時間帯の営業があると嬉しい

例）～22時程度

部活終わりに気軽に行けるので良いと思う

281 サービス サービス 好きな音楽聞けるヘッドセットとか

282 サービス サービス ゲーム機が置いてある

283 サービス 寝れる図書館 オーディオが置いてある 利用者が持ち込み可。寄付とか

284 サービス サービス 学校から図書館へバスが通る 放課後友達と勉強することができる

285 サービス サービス 地域の人へのメリットがたくさんある アプリ ポイント制

例）30冊借りたら温泉1回無料

286 サービス サービス 地域の人へのメリットがたくさんある 普通利用は有料。地域の人の利用は割引や無

料

287 サービス サービス 地域の人へのメリットがたくさんある ラッピングを準備して市内の保育園や高齢者

施設にお届けをする

288 サービス サービス 案内台（板）（立体）（ミニチュア）

289 サービス サービス 相談窓口 人間関係などカウンセリング／勉強、進路

290 サービス サービス 相談窓口 職員さんと触れあえる オススメの本とか教えてほしい

291 サービス サービス インスタで本の紹介

292 サービス サービス 注文制（個室に送る） 会員制

293 サービス サービス 館内のどこにどのジャンルの本があるかわか

るような、簡単な地図の冊子

294 サービス サービス 借りた本を返すのがイヤなので（図書館に）

送れるようにしたい

返却だけじゃなく貸出も郵送できるようにす

る

295 サービス サービス 借りた本を返すのがイヤなので（図書館に）

送れるようにしたい

コンビニ、郵便局から送れるようにしたい

296 サービス サービス 借りた本を返すのがイヤなので（図書館に）

送れるようにしたい

電子書籍を活用しやすくする

297 サービス サービス 自作した小説やマンガを本にしてくれる エントランス等で販売

298 サービス サービス 図書館だけどDVDを借りて館内で視聴できる
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

299 サービス サービス パソコンを置いて電子書籍も楽しめるように

する

300 サービス サービス インデックスワード たんざく

301 資料 サービス タブレット、パソコン 情報を調べられる

302 資料 サービス スマホやパソコンで貸し借りの情報を調べら

れる

蔵書の検索機能

303 資料 サービス 診断しておすすめの本を出す

304 資料 サービス タブレットで図書館の中に好きな本があるか

調べられる

305 資料 サービス 地理的な問題で図書館に行きづらい人のため

に、スマホやパソコンを使って蔵書を調べら

れるシステム

306 資料 サービス 優秀な賞（芥川賞など）を取った本をおすす

めしてくれる

307 資料 サービス 本のレビューを誰でも見れるように

308 資料 サービス 紙で見たり持ち帰ったりしたい人もいると思

うから印刷もできるといい

309 資料 サービス 図書館内の地図が欲しい タブレットで見れる

310 資料 サービス 各場所のオススメな情報がのってる

311 資料 サービス 新しい本の紹介

312 資料 サービス キッズルームとアンパンマン 手持ち○

313 資料 サービス 図書館内自由に調べ物ができるタブレット

314 資料 サービス 図書館内でどこででも調べられる情報機器

315 資料 サービス タブレットの貸し出し 日替わり電子書籍（消毒もかねて）

316 資料 サービス タブレットの貸し出し 自分の家に持ち帰って家族で見れるようにす

る

317 資料 サービス 図書館のHP等で貸出状況がわかったら嬉し

い

318 資料 サービス スマホで資料が見れたらHAPPY

319 資料 サービス 貸出状況

320 資料 サービス タブレットパソコン

321 ハード サービス 個人スペース しきり スタンドライト付き
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

322 ハード サービス 個人スペース タブレット、パソコン等調べることができる 自分のスマホ等がない人のため

323 ハード サービス ブランケットほしい

324 ハード サービス ななめのブックスタンドほしい 参考にしながら絵を描きたい

325 ハード サービス 内容を映像で紹介してくれる

326 ハード サービス オーディオが置いてある

327 ハード サービス 無料の飲料水がある 水、お茶等

328 ハード サービス PCが使える

329 ハード サービス 本の種類が名札でわかる

330 ハード サービス ソフトクリーム食べ放題

331 ハード サービス かむかむレモン食べ放題

332 企画・イベント サービス 図書館イベント表を見やすい所に置く 一年の行事予定表みたいの 地域にチラシで配る

333 サービス サービス Wi－Fiほしい

334 サービス サービス Wi－Fi設備

335 サービス サービス Free Wi－Fi 5G（爆速）

336 サービス サービス フリーWi－Fi

337 ハード サービス Wi－Fiが使える

338 ハード サービス Wi－Fiほしい

339 サービス 施設の併設 売店

340 ハード 施設の併設 お菓子が買える

341 ハード 施設の併設 体を動かせる用具がある

342 ハード 施設の併設 筋トレルーム完備

343 ハード 施設の併設 お茶だけじゃなくコーヒーとか軽食とか

344 ハード 施設の併設 売店

345 ハード 施設の併設 温泉

346 サービス 施設の併設 図書館＝本という概念にとらわれずカフェや

自習室を備えた長時間滞在が可能な施設が欲

しい

紫波のオガールの様な複合的な施設だと気軽

に生きやすいと思う

347 サービス 施設の併設 足つぼとかマッサージを受けられる
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

348 サービス 施設の併設 カラオケ

349 サービス 施設の併設 コンビニ、カフェ

350 サービス 施設の併設 ジム サービスでプロテイン 会員制

351 ハード 施設の併設 イオン等（駅やスーパー）の大きな建物と連

結

352 ハード 施設の併設 水族館と合体した図書館

353 ハード 施設の併設 飲食店

354 サービス 資料 地図がほしい

355 資料 資料 学生に人気なCDがたくさん‼ アイドル、K-POP

356 資料 資料 DVD マンガや小説から映画になった

357 資料 資料 マンガ ジャンプ、恋愛

358 資料 資料 グルメのブック ミシュランなど

359 資料 資料 観光名所のブック 花巻、岩手中心

360 資料 資料 新しい趣味を始めたい人向けの本

361 資料 資料 電子書籍でレンタル（？）

362 資料 資料 賞をとった本を置く

363 資料 資料 その土地（地域）にゆかりのある偉人の資料

などを見ることが出来るコーナー

364 資料 資料 多種多様な検定の参考書がある（数検など）

365 資料 資料 時事的なニュースが詳しく書いている ジャンル分け

366 資料 資料 新聞の検索機能キーワード「高橋○○」でそ

の事件の記事とか

すてきなPCで

367 資料 資料 地元が舞台の作品（文学、映画） 本と映画を置いておく。メディア化と一緒に

置く

情報を置く 場所、舞台となったところ、出演俳優など。

聖地巡礼の参考

368 資料 資料 雑誌、新聞（バックナンバー有） 印刷出来たらいいなぁ

369 資料 資料 ネットニュースも

370 資料 資料 雑誌、何でも各分野の専門書

371 資料 資料 学問のすすめ

372 資料 資料 小説だったり、絵を描いたりするときに参考

にできるもの
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

373 資料 資料 日本以外の文化などが書かれているもの（日

本語じゃない本とか）

K-POPとか… ロシア文学…

374 資料 資料 オタク系の情報が入っている雑誌 若者も入りやすい

375 資料 資料 検定勉強の資料

376 資料 資料 雑誌（色々） ファミ通マガジン

377 資料 資料 ラノベ（色々）

378 資料 資料 古い時代に書かれた本 解体新書

379 資料 資料 最新のニュースが流れる いつも画面で見れる 本のニュース

380 資料 資料 動物写真集

381 資料 資料 漫画がほしい

382 資料 資料 最新の曲が聞けるDVD

383 資料 資料 人気のマンガ 人気のマンガを取り入れた図書館紹介をする

384 資料 資料 ライブのDVDを置いてほしい

385 資料 資料 アニメ系の雑誌を複数置いてほしい

386 資料 資料 写真、画集がほしい

387 資料 資料 ライブの情報貼ってほしい

388 資料 資料 検定関連の参考書

389 資料 資料 週刊誌

390 資料 資料 写真集、イラスト集

391 資料 資料 ライブのDVD情報ほしい HIPHOP

392 資料 資料 マンガほしい

393 ハード 資料 電子書籍の追加 本を読むスペースの拡大

394 ハード 資料 ジャンプ本

395 ハード 資料 マガジン本

396 サービス 設備 インターネット環境
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No テーブルテーマ 分類 アイディア1 アイディア2 アイディア3 アイディア4

397 資料 設備 PCが1、2台だけじゃなくもう少し置いても

いいと思う。小さなコンピューター室みたい

な。

398 資料 設備 インターネット接続できる機器

399 サービス 設備 クーラー欲しい

400 設備 コンセント欲しい

401 ハード 設備 夏涼しいところ、冬暖かいところ

402 ハード 設備 クーラー

403 ハード 設備 音の出ない扇風機（羽がない）

404 ハード 設備 ベビーベッドがある

405 ハード 設備 エアコン完備

406 ハード 設備 プロジェクションマッピング 水族館できるよ～

407 ハード 設備 夏は涼しく、冬暖かい

408 ハード 設備 クーラーほしい

409 ハード 設備 エアコンのある

410 ハード 設備 足（下半身）は暖かく頭（上半身）は涼しい

気温調節ができるクーラーとか

411 ハード 設備 アニメとか番組とか視聴できるTV

412 サービス 場所 駅に近いとこ
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