
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 空間 周りからあまり見えない少しせまい本を読

む空間

テントを室内にたてる

2 サービス 建築 周りからあまり見えない少しせまい本を読

む空間

さまざまなスペースをつくる

3 サービス 空間 外で読める テラスに机をおく

4 サービス 空間 話していい場所をつくる ランダムに配置された棚、机、イス

5 サービス 企画・イベント 本のフリーマーケット、交換所

6 サービス 施設の併設 公園や体育館など遊べるところ

7 サービス サービス Wi-Fi

8 サービス サービス Wi-Fi環境

9 サービス サービス 在庫（現在借りられる本）のインターネッ

ト公開

市のホームページにリンクを貼ってアクセ

スできるうようにする

10 サービス サービス インターネットで本を借りる IDなどで借りた人を管理 最初のうちは大変かも…

11 サービス サービス インターネットで本を借りる 図書館ですぐ受け取り

12 サービス 資料 進路のことについて知る 高校生の口コミ書き込む

13 サービス 資料 進路のことについて知る 部活の実績

14 サービス 資料 マンガの充実

15 サービス 空間 カフェ・飲食スペース

2021年7月6日実施　花巻北中学校との意見交換

●花巻北中学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

16 サービス 施設の併設 ジム、公園、体育館（体を動かせる場所）

17 サービス 空間 勉強しながら音楽を聴く 自習

18 サービス 資料 様々な学びに対応した本 自習 司書さんの充実

19 サービス 空間 くつろげるところ たたみ、クッション、ヨギボーなど

20 サービス 資料 電子書籍がほしい 今はコロナだから電子書籍なら消毒OK

21 サービス 空間 一人で勉強できるところ（解放感があると

集中しやすい）

しっかりとした仕切り

22 サービス 空間 子ども、大人だけがいる 子どもは少しうるさくしてもいいような

23 サービス 空間 １人でのスペース（周りからみえないよう

な場所）

24 サービス 空間 クッション、ソファのようなものに座れる

部屋

25 サービス サービス 文章、本を書ける物がほしい PC、用紙

26 サービス 空間 自然の中で

27 サービス 空間 飲食あり 自動販売機（飲み物、食べ物、お菓子）を

図書館内に置く

28 サービス 建築 待ち合わせの目印が欲しい（ハチ公みたい

な）

29 サービス 空間 仮眠や落ち着いた空間

30 サービス 資料 ファッション雑誌のコーナー スタンダード、語学

31 サービス 資料 ファッション雑誌のコーナー ちょっとアドバイスをくれるおしゃれな人

32 サービス 資料 ライトノベルをおいてほしい ライトノベルにもいろいろな文庫があるか

ら分けておく

33 サービス 資料 ライトノベルをおいてほしい ライトノベルだけの棚

34 サービス 資料 ライトノベルをおいてほしい ライトノベルが原作のアニメを見れるよう

にしてほしい

35 サービス 空間 ネットカフェみたいな環境 いすや机とかくぎりとかをおく

36 サービス 企画・イベント 勉強スペースを作ってそこに先生とかを呼

んで教えてもらえるようにしてほしい

勉強コーナーのスペースをつくる
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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

37 サービス 空間 勉強ができるところ 静かなスペースとちょっとうるさくてもい

いスペース

38 サービス 空間 友達と話せるところ 静かなスペースとちょっとうるさくてもい

いスペース

丸っぽいフォルム、低い本棚

39 サービス 資料 学年に合った教科の本

40 サービス サービス ネットを利用出来る場所

41 サービス 企画・イベント 利用者さんのオススメ本教えてほしい

42 サービス 資料 大型紙芝居

43 サービス 企画・イベント 映画の上映 地域のやつとか、アンケートとって中学生

もたのしめるやつ

44 サービス 企画・イベント 映画の上映 対象ごとに上映の時間帯を変える

45 資料 資料 英語や韓国（和訳）などの本、和訳じゃな

くても！！

46 資料 イメージ 静か

47 資料 イメージ 本を読むところ

48 資料 イメージ 勉強できるところ

49 資料 イメージ 解放感がない

50 資料 資料 昔の本ばかり 新しい本増

51 資料 サービス 昔の本ばかり 本屋さんみたいにポップ（？）みたいなの

をつくる

52 資料 場所 少し行きづらい 場所、アクセス

53 資料 サービス 利用のルール？（やってもいいこととか） 入口などでなんかが話す、 ロボット

54 資料 資料 本を探すまでが大変 ジャンルだけじゃなく作者名ごと

55 資料 建築 解放感がない 入口を限定しない

56 資料 建築 解放感がない すごい大きい窓（外が見える）

57 資料 資料 参考書 簡単なやつ

58 資料 資料 参考書 検定とかの

59 資料 資料 ライトノベル 電撃文庫

60 資料 資料 ライトノベル スニーカー文庫

61 資料 資料 ライトノベル MF文庫J

62 資料 資料 ライトノベル ファンタジア文庫

63 資料 資料 ライトノベル ガガガ文庫
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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

64 資料 資料 ライトノベル FB文庫

65 資料 サービス きれい 掃除を徹底

66 資料 空間 きれい 白い感じ

67 資料 空間 きれい ベージュ色の床

68 資料 資料 スッキリしている 本の大小とか、文庫とかでうまく分ける

69 資料 資料 たくさんの本を読める ハードカバー

70 資料 資料 たくさんの本を読める 一冊で終わる

71 資料 空間 広い

72 資料 資料 いろんな種類の本がある 楽しめる本を増やす マンガ、図鑑、スポーツ

73 資料 資料 いろんな種類の本がある 職業系で

74 資料 空間 集中できる

75 資料 空間 やることによっている場所を変える

76 資料 空間 本を読む・借りる、勉強スペースだけ １人で、数人で

77 資料 空間 周りの人と話づらい 話してもいい場所をつくる

78 資料 空間 場所の区切りがある

79 資料 資料 借りられる図鑑

80 資料 資料 資格検定の参考書

81 資料 空間 音を立ててはいけない 静かなBGMかけとく、レストランっぽい、

洋

82 資料 資料 真面目な人が多そう 漫画などの砕けた表現の本を置く、うすい

本、雑誌をおく

83 資料 イメージ ルールが多い 自己責任

84 資料 空間 解放感がない ふきぬけ

85 資料 資料 文豪

86 資料 資料 賞をもらった本

87 資料 資料 外国の本（英語、ハングルなど） アプリで読み取る

88 資料 空間 静か BGM

89 資料 資料 行きづらい 友達と笑いあえる本

90 資料 資料 いる人全員真面目 漫画？アニメとかもつける モニター

91 資料 企画・イベント めったに行かない 目的がないから？興味がない？ 勉強 先生をつける、教えてもらえる

92 資料 資料 めったに行かない 目的がないから？興味がない？ 勉強 参考書

93 資料 資料 借りたい本 英語と、検定についての本
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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

94 資料 資料 借りたい本 スポーツの歴史、起源

95 資料 空間 すごく静か 静かなBGM（カフェっぽい）

96 資料 資料 本がたくさん 古い本もあるから新しい本を毎年（半年で

も）取り入れる

97 資料 空間 読みたい本を探しにくそう スーパーみたいに「ここの棚になにがあり

ます」みたいな…文字とか絵でも

98 ハード 施設の併設 カフェがほしい 飲み物スペース

99 ハード 資料 普段は読めない資料をインターネットを活

用して読めるようにする

100 ハード 空間 リラックスして過ごせる空間 音楽？BGM？ めっちゃ静かな所も必要

101 ハード 空間 動きのある

102 ハード 資料 いろんな学びに対応する本 自習

103 ハード 施設の併設 公園が欲しい ジム

104 ハード 施設の併設 公園が欲しい 広い敷地

105 ハード 施設の併設 公園が欲しい 「ついでに…」

106 ハード 施設の併設 公園が欲しい 小さな子が遊べる 託児所みたいな カーペット

107 ハード 施設の併設 公園が欲しい 小さな子が遊べる 託児所みたいな うるさくてもいいスペース

108 ハード 家具 本棚の高さが丁度いい

109 ハード サービス 電話

110 ハード 空間 聞こえるか聞こえないかぐらいのBGM

111 ハード 建築 サクッと通える エスカレーター

112 ハード 建築 サクッと通える 間隔が広い階段、もしくは階段なし

113 ハード 空間 個人、仕切りがある学習スペース 色－明るい色、パステルカラーの壁

114 ハード 資料 雑誌（ファッションとか）のコーナー 幅広い年代のファッション誌

115 ハード 資料 雑誌（ファッションとか）のコーナー 他国のファッション誌

116 ハード 空間 学習コーナー 大きいテーブル ネット機器 調べ学習

117 ハード 空間 学習コーナー 個人の机

118 ハード 空間 飲食ができるスペース 自販機 ジュース、お菓子
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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

119 ハード 施設の併設 コンビニを併合

120 ハード 家具 姉弟の待ち合わせとして…！ イス

121 ハード 建築 姉弟の待ち合わせとして…！ 目印となる銅像？（ハチ公みたいな）

122 ハード 空間 仮眠がとれる落ち着いた空間 カーペット

123 ハード 空間 仮眠がとれる落ち着いた空間 フューザーや音楽

124 ハード 家具 仮眠がとれる落ち着いた空間 大きいクッション

125 ハード 資料 勉強 ネット機器、辞書

126 ハード 空間 勉強 小さい机、イス 個室 音楽

127 ハード 空間 宿題などを進めるための設備 個室、仕切りのある席

128 ハード サービス 宿題などを進めるための設備 インターネットなど、調べ学習の充実 Wi－Fi、タブレット、PC

129 ハード 空間 友達と話したい 話していいスペースと静かなスペースを分

ける

130 ハード 施設の併設 遊びに寄れるような図書館 公園、体育館など

131 ハード 企画・イベント 本のフリーマーケット（無料で交換） 専用の場所

132 ハード 建築 気軽に寄れるような所がいい

133 ハード 空間 学校帰りに寄れる、気軽に 中学生の部屋（イメージ）を再現する 自分の部屋として使える 学校から予約

134 ハード 設備 リラックスできる 夏…エアコン・扇風機、冬…ヒーター等

135 ハード 建築 外でいろいろ

136 ハード 空間 テスト前の勉強（１人） 個室（少し暗め）

137 ハード 家具 テスト前の勉強（２人） 学校の机よりは少し大きめのもの

138 ハード 空間 まちあわせ 固くない雰囲気

139 ハード 建築 まちあわせ 目印になるようなオブジェクトなど

140 ハード サービス まちあわせ Wi－Fi環境

141 ハード 空間 勉強 静かで集中できる環境（シンプルに机とイ

スだけ）

142 ハード 空間 友達と話すところ

143 ハード 資料 学年に合ったコーナー 学年で習う教科の本など

144 ハード 空間 静かなところでいやすい場所

145 ハード 資料 様々な種類のある本 いろいろ

146 ハード サービス ネットなどを利用できる場所 タブレットやパソコンなど
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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

147 ハード サービス ネットなどを利用できる場所 Free Wi－Fi

148 ハード 施設の併設 外でも本が読める 外に広場が欲しい 散歩のついでに

149 ハード 空間 テスト期間中、わからないところの（みん

なで）補習

狭いところ＝リラックスできる

150 ハード 空間 テスト期間中、わからないところの（みん

なで）補習

個室

151 ハード 空間 テスト期間中、わからないところの（みん

なで）補習

仕切りがあるところ

152 ハード 施設の併設 スポーツができる施設 気分転換に

153 ハード サービス スマホなどができるネット環境
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