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これからの図書館づくりを考えるワークショップ

グループディスカッション（ワールドカフェ）の意⾒整理

◆日 時：令和元年７⽉１４⽇（⽇）１４時~１７時

◆場 所：町⽴図書館ホール

◆参加者：２０名（無作為抽出住⺠、公募利⽤者、図書館協議会委員）

◆方 法：ワールドカフェの手法を活用し、次の手順で実施。

①５つのテーブルに分かれる（４人×５テーブル）

②問１「町⽴図書館の⻑所は？」の１回⽬話し合い（約１５分）

…テーブル上の⼤きな模造紙に、各⾃、気になった意⾒やアイディアを模

造紙にメモする（以降も同じ）。

③席替えし、問１の２回目の話し合い（約１５分）

④席替えし、問２「町⽴図書館の将来像とサービスのあり方」の１回目話し合

い（約１５分）

⑤席替えし、問２の２回目の話し合い（約１５分）

⑥ギャラリーフォーク

…各テーブルの模造紙を各⾃⾒学

⑦振り返り

…印象的だったこと、重要だと思ったこと等を各自３つずつ付箋に記入。

◆各テーブルの模造紙（５枚）まとめ

問１ 町⽴図書館の⻑所は？
〜あなたにとって、好きなこと・誇れること・続けてほしいこと〜

■全体

・（近隣で）一番立派、評価が高い

・生涯学習を見据えている図書館

・外部委託していろいろ取り組んでいるのは良い

・子供と一緒に２週間に 1 回は使っている

■蔵書、資料

・蔵書が多い

・児童書が多い

・古い絵本の蔵書が多い

・児童書が多い

・紙芝居が多い

・電子図書館がある（蔵書が 6 千～7 千冊ある）

資料４
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■利便性

・本が多く借りられて良い

・立地場所が良い（町の中心にある、アクセスが良い）

・新しい村と隣接している（静かな環境）

・（以前よりも）開館時間が長くなったこと

・返却ボックスが増えた

■スタッフ

・スタッフの笑顔、対応が丁寧、親切

・館長の魅力大きい。玄関でＰＲなど努力している

・探している本を、司書が素早く検索して出してくれるのはありがたい。

・司書の方の検索が早い

・利用者等の意見、要望をよく聞いてくれようになってきている

（パン自販機、本の消毒器導入、問題改善など）

■サービス

・子供へのサービスが行き届いている

・小中学校への支援（司書スタッフの派遣、団体貸出し）を頑張っている

・児童コーナーの雰囲気が良い

・ＣＤのところのレイアウトが特徴あり

・新刊の紹介が早い

・新刊の良いものはほぼ網羅しているので自慢（数は少ないが）

■事業（イベント）

・イベントが多く開催されている

・ボランティアと連携した行事が多い

・子供向け、大人向けの行事が充実している

・回想サロンが楽しい

・様々な分野のボランティアの方が活躍している

・ボランティアの活動をスタッフがよく支援してくれる

・ＩＴ化（デジタル化）への取り組みが早い

・地域（企業や団体等）と積極的に連携している。

・パン自販機の導入、雑誌スポンサー制度による収入確保（図書購入費確保）の取

組みは評価できる
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■設備

・ホールや展示ホールなど、サークル活動の発表の場があること

・ホールのライトが明るくなった

・会議室を自習室として開放していること

・飲食できるスペース（展示ホールの活用）ができたこと

・パソコンコーナーを設置したことはＧＯＯＤ！（電卓もＯＫにして欲しい）

・自動貸出機が便利

・トイレがきれい（掃除が行き届いている、花が活けてある）

・館内が広々としていてきれい、清潔感がある

・利用場所とテーマがはっきりしている

・暖冷房が快適

■その他

・ヘビーユーザーの存在、びっくり！

・図書館の目的は？時代によってニーズは異なる

・図書館は遊びに来る場所ではない

・学校教育法と図書館法のカベの撤去

・赤ちゃんからシニアまで（ノーマライゼーション）
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問２ 町⽴図書館の将来像とサービスのあり方？
〜あなたにとって、理想的・快適な図書館とは？〜〜時代や社会の変化にあった図書館サービスとは？〜

■全体像（目標像）

・生涯学習の場、世代交流の場

・シニア層の生きがいや居場所づくり

・文化の発信、学びの場であってほしい

・図書館の役割は本を借りるだけではない

・滞在型図書館

■蔵書、資料

・新刊の本が遅い

・特化した（分野）本の蔵書

・蔵書確保の方法

⇒人気本は寄付を募ったらどうか？

⇒図書館が寄付してほしい本のリストを出して募集する（ネットで「寄贈して

ください」）

⇒利用者相互の本の交換会とか（ネットでも）

・電子図書はそんなに増やさなくて良い（紙の本を増やしてほしい）

・欲しい本等

⇒マルトリートメント関係

⇒子供向けの自己啓発の本、脳科学の本

⇒マタニティの方向けの本

⇒おもしろい本（ジョーク、ユーモア、狂歌など）のコーナー

⇒ビジネス関連

⇒ジャズとオペラのＣＤ（もう少し増えると）

■利便性

・開館時間を早めてほしい（９時又は９時３０分）

⇒イベントの準備がしたい

・閉館時間を遅くしてほしい（１９時だと仕事帰りに行けない）

・２４時間開館してほしい

・貸出、返却方法の容易化、簡易化

・中央部だけではなく和戸、姫宮駅を利用している人にも使いやすいように

・遠方のシニアの方や車のない方の利用（対応、アプローチ）

⇒ふれあいサロン（町内に２０カ所）、デイサービス施設に出張貸出しとかは？

（希望リストを出してもらって本を持っていく）

⇒巡回、駅等との連携

⇒高齢者等が使いやすい（使ってもらえる）システムである必要
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⇒電子図書館の普及も対策の一つ

・返却場所（ポスト等）を増やす

⇒返却ポストを和戸駅、姫宮駅に設置して欲しい

・分館を設置する

⇒東武動物公園駅前に駅ビルができる場合は、そこに分館を作ってはどうか？

⇒和戸、須賀方面に分館を！（遠いので子供たち、高齢者の方のために）

・いちいち司書に聞かないと本が出てこないのは不便

⇒在庫があることを知らない人もいる（ＰＲ不足）

・コミュニティバスの増便、図書館直行便創設

■サービス

・電子化、ＩＴ化の普及、向上、アナウンス

・リクエスト本をもう少し早く読みたい

・利用登録カードを作るのに証明書必要は不便（特に他市町だと急には無理）

・他館とのネットワーク化、広域（相互）利用の拡大

・小中学校への支援はとても助かっているので、今後もお願いしたい。

⇒学校支援のスタッフ、回数を増やしてほしい（町の予算を増額する）

・子供に本の楽しさを伝えてほしい

・特別支援学校（学級）へのサービス

・起業家支援、企業家支援

・大ざっぱな検索方法の改善（広い意味、ジャンルでの検索でも探しやすいように）

・図書館の利用状況とか本とかイベントとかも発信してほしい

・人気がある本をホームページで紹介してほしい

・図書館のＰＲ（お知らせ）を目立つように広報に一緒に入れてほしい

・電子図書は、高齢者や大人には便利（旅行とか資料として）なので、もっと利用

を促すべき

・司書のアドバイスをもっと便利に使いたい

・情報センター的な施設であってほしい

■事業（イベント）

・業務の電子化、ＩＴ化⇒レファレンスの向上

・日工大の図書館との連携

・どの年齢層の町民でも楽しめるイベントの充実

・ボランティアとの協力体制は重要

・大人のための絵本の会を増やしてほしい

・子供のイベントをもっと増やして多くの子供に参加してもらいたい

・マタニティの方の本のお知らせ会

（子供の名前の付け方の本、絵本の紹介など）

・シニア世代向けのサービスの充実（回想サロンを続けてほしい）

・回想サロンのようなシニア世代の自主企画をもっと実施すると良い

（企画運営に参画⇒交流の場）

・夏休みの子供や高齢者の憩いの場

・新しい村との連携
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・商工会との連携（起業、ビジネス支援）

■設備

・子供と過ごしやすい読書スペース

・子供など声に配慮した場所があれば良い

・勉強の場としてのスペースが狭い、机も少ない

・飲食スペースの充実

（机があると小さい子どもがいる人には便利）

・カフェテラス的な施設があっても良い

・外で椅子とテーブル⇒交流の場

・緑に囲まれてカフェを楽しむ（読書や勉強の合間に癒しのひととき）

⇒屋外テラス（旧喫煙スペース）の活用

⇒空間、オアシス⇒集いの場、世代交流

・駐車場を広くしてほしい（ひまわり作業所、保健センターの駐車場も使わせて）

・テレビの見れる部屋が欲しい

・施設のバリアフリー化

⇒駐車場から入口まで道がガタガタで車いすがつらい

■スタッフ

・スタッフにはこれからも親切でいてほしい

・マナーが悪い人にはもっと注意しても良いのでは？

■その他

・スウスの先生に長生きしてずっと続けてください。

・スウスの会の存続を！

・購入図書のシステム化

・古い本の回収をお願いできませんか。

・町の図書館への支援金の大幅削減は困る

（そのため時間の拡大が不可能なのかと思う）

・学校司書が少ないので増やしてほしい

・新規購入図書の選定（選書）に利用者の要望を取り入れてほしい
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◆振り返りの付箋のまとめ ※分類のみ

⇒印象的だったこと、重要だと思ったこと等を一人３つ以内

■ワールドカフェの感想

・時間が足りません。2日間 or3 日間

・時間が長くなり、もっと利用しようと今日思いました。

・今回のワークショップで新しく知ったことが多かったので、これからもっと図書

館を利用しようと思いました。

・このようなワークショップはとても大切だと思う。

■総論（図書館像）

・町民の要望のみに気を使わないで！！行政の理念をしっかりと！

・生涯学習の場（集いの場）（世代交流）

・滞在型図書館（屋外テラス、空間オアシス）

・図書館を本を通したコミュニケーションに場に活用する。

・図書館は本を借りるためだけの場所ではない。多くの人がこの施設を使って交流

すると良い。

・子供の時に美しいものを見たり、良い本に出会ったり、良い音楽を聞くことが、

ステキな大人になると思う。

・利用者の生活によって図書館に求めるものは違う。

■蔵書、資料

・基本は、本の充実ではないか。

・古い本が多いので、新刊本も増やしてほしい。

・新刊書の古いものを有効活用。

・使わなくなった本の再利用。

・電子図書館の充実と普及。

・本の大切さをもっと広めてほしい。新本は知りたいのでネットを活用してみて。

■利便性

・開館時間を早めてほしい。ＡＭ9時か 9時 30 分

・開館時間を長くしてほしい。

・使いやすい図書館（ＡＭ9時とか早めて、ＰＭ20 時とか遅くして。）

・町の購入費には限りがあるので、大宮や浦和等でも町民が借りられるようにして

欲しい。

・図書の検索が早くてとても良い。

・図書館に来られない人のところへ本を届ける。

・高齢者向けに離れた地域でも借りられるようにしてほしい。

・東武動物公園駅の駅ビルになる時、分館を作ってほしい。

・駅の中の図書館が絶対に欲しい。サラリーマンや学生がもっともっと利用してく
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れるはずだ。町長頼むよ！

・須賀の方に分館をぜひ！！遠くて利用しにくい子供たちや高齢者のために。その

ためにも予算増やしてください。

・もう少し広域への貸し借りができるように。

・コミュニティバスの図書館直行便を考えてほしい。

■サービス

・司書の方が皆、親切ですばやく対応していただける。

・司書の方がていねい。

・宮代町立図書館が大好き（本も充実、イベントも充実）。これからもボランティ

アや司書が協力してさらに高めてほしい。

・高齢者へのアプローチ検討（ふれあいサロンへの出張。公民館への巡回。読み聞

かせとかのボランティアの協力で回数と内容の拡充）

・シニアの方の利用（サロン）。

・回想サロンの継続

・回想サロンで高齢者のボケ防止効果。

・障がい者の利用問題は広域で関わらないと無理。

・ネットを利用してサービスの拡充。

・使いやすい図書館（夏休みとか冬休みに子供や高齢者の憩いの場として、イベン

トを増やしてほしい。）

・収益を増やすためのカフェのような事業展開。

・起業家支援を。

・起業家支援。

・宮代町は図書館の学校へのサービスが充実している。

・小中学校への図書室支援スタッフの来校回数の増加を。

・電子化への取り組みは先進的。

・電子化によるサービスの向上

・利用する人がわかりやすいＰＲ。

■施設

・トイレがきれい。

・清掃の方がすばらしい。いつもキレイで快適です。

・図書館の内部レイアウトの見直し必要

・子供たちの勉強スペース。

・子供を連れて来られやすい雰囲気づくりやスペース。

・使いやすい図書館（子育て中の人が使いやすい飲食スペース。夏休みとか冬休み

に子供や高齢者の憩いの場として、勉強スペースを増やしてほしい。）

・今までの喫煙コーナーとかに、緑のスペース、空間スペースを設け、滞在型図書

館に。

・カフェテラス的な施設を。
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■その他

・スウスの先生にずっと長生きして、宮代の子どもに話してあげてください。

・教育委員会への要望。図書館への支援金が開設時より 3千万円以上減額されてい

る事実あり。その減額はもう中止して！！①開館時間の長時間化 ②新刊図書の

増 ③行事支援の増加に影響が出るでしょう。

・町と図書館へ。新刊図書の購入で町民の要望を入れるシステムが現状ないので協

議会で検討してください。

・学校には学校司書の配置を。

・町の図書館への支援が大幅に減っている。そのため、例えばスタッフへの負担が

増え、学校支援の回数を増やしたりとか町民のリクエストの本の購入とかに制限

がかかっている。予算を増やしてください。

・図書館利用者同士の交流のためにミニコミ誌を作ったら。

・経済的、金銭的に可能なことを図書館側に発信してほしい。


