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これからの図書館サービスに関する調査 

 

問 18 その他 

図書館について、要望、改善点等がありましたら

ご記入ください。 

 

○どこの図書館もそうですが、特徴がなく行く目的

がないので、話題性がほしい。図書館内のスペース

も広いので何か作るとか、もっと有効活用できる

のではないでしょうか？ (男性／18～29歳／パー

トタイム・アルバイト／豊井地区) 

○学生の長期連休に相当する時期は、ぜひ開館日、開

館時間の拡大をお願いします。 (-／40～49 歳／

会社員・団体職員／高丘地区) 

○非常に便利良く、開館時間も長くなって、大変満足

して利用させてもらっています。ただ、ＨＰ上の

（本のけんさく）が使いづらいです。正確な本、著

者の名前でなくても、似たような本ということで

けんさくに Hit してくれれば良いな…と毎回思い

ます。 (女性／30～39歳／自営業・自由業／中野

地区) 

○移動図書館 (-／60～69 歳／自営業・自由業／倭

地区) 

○読みたい本があっても、席がないと困る。席をさが

すのがめんどう‼ それで足が遠のいたと思う。 

(女性／60～69歳／家事専業／中野地区) 

○小さい子供達と大人との空間を分けていただきた

い。静かに本を読んでる近くで走り回られたりす

るような行動があると、おちつかない。 (男性／

50～59歳／自営業・自由業／中野地区) 

○夏休み中（子供の）は、子供を連れて市立図書館を

利用しますが、特にこの時期は来られる方も多く、

駐車場も狭く車が駐車しにくいし、沢山の車が止

められず、列を作っているのを見ます。もう少し駐

車場、広くならないでしょうか？ 近くのスーパ

ーに止めるわけにもいかず、あきらめて帰ること

もあります。 (女性／40～49歳／農林業／科野地

区) 

○図書館は市の一本化で良いと思います。１日中に

いたが 100人前後くらいなので。 (男性／70歳以

上／農林業／平岡地区) 

○沢山の多方面の本があり、自分の興味のない分野

も読むことができて、有難い。ＣＤの貸出しを２枚

から３枚に、期間を 1週間から 10日位に延ばして

ほしい。返却が忙しい。 (女性／60～69歳／パー

トタイム・アルバイト／平野地区) 

○図書館はたまに利用しますが、大人はなかなか時

間が合わず、利用したくても利用できない人が多

いと思うので、アンケートや意見を少し聞いて開

館の日数や時間を考えてもいいと思う。 (男性／

30～39歳／会社員・団体職員／高丘地区) 

○スマホやネット検索の様に調べる事が出来て、関

係する書籍があれば表記するなど。 (男性／50～

59歳／会社員・団体職員／中野地区) 

○図書館に分館が有る事を、知りませんでしたので、

広めて欲しいと思います。 (女性／60～69歳／家

事専業／中野地区) 

○若い人や学生さんは、必要と思われる。 (女性／

60～69歳／農林業／中野地区) 

○自分にとっては、必要性を感じないが、図書館は必

要だと思う。学校の図書館があるのであれば、廃止

して、全世代で利用する施設にしたらよいのでは

ないか。 (男性／60～69歳／会社員・団体職員／

豊井地区) 

○もっとちゃんとおしえてほしい。 (男性／40～49

歳／会社員・団体職員／中野地区) 

○知人は本が好きなので、よく利用しているとの事

で一度、市立図書館の前を通った時に寄ってみよ

うかと思いましたが、駐車場がどこだかわからな

くて、そのまま通り過ぎてしまった事がある。 (女

性／40～49 歳／パートタイム・アルバイト／中野

地区) 

○お借りした図書（本）に、飲食の汚れや破損、シオ

リがわりの折り目が気になります。貸出対応の時
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に注意（お願い）事項としてみることはできません

か。 (-／70歳以上／無職／中野地区) 

○シリーズ本は全巻揃えて欲しい。 (女性／50～59

歳／自営業・自由業／平野地区) 

○勉強している人も皆さん静かなので有難いです。

ありがとうございます。 (女性／30～39歳／パー

トタイム・アルバイト／平野地区) 

○本をさがしやすいシステムの導入。 (男性／40～

49 歳／自営業・自由業／高丘地区) 

○職員の態度があまり良くない。特に男の人。２Ｆ廊

下で昼を食べている人が居るがどうかと思われま

す。 (-／60～69 歳／会社員・団体職員／中野地

区) 

○日曜、祭日の一部開館。 (男性／60～69歳／会社

員・団体職員／中野地区) 

○休日（日曜日）も 19時まで営業してほしい。 (男

性／30～39歳／会社員・団体職員／日野地区) 

○近くなのでよく行きます。 (女性／60～69歳／会

社員・団体職員／豊井地区) 

○私の周囲（知人など）では、図書館で本を借りるこ

と以外にできること（イベントに参加する、本の返

却が夜間などでも可能なことなど）を知らない人

が多いような気がします。便利なサービスがある

ことを、より多くの市民の方へ周知してほしいで

す。 (女性／18～29歳／公務員／中野地区) 

○信州岩波講座と同じような講座やイベントの開催

を希望。 (男性／40～49歳／公務員／中野地区) 

○特になし。とても便利に使わせて頂いている。 (女

性／30～39歳／自営業・自由業／高丘地区) 

○別になし。 (-／70歳以上／農林業／豊井地区) 

○市民にひらかれたところに移動しよう。 (男性／

50～59歳／会社員・団体職員／永田地区) 

○私達が利用していた頃（50 代）は受付の人とかと

ても親切で楽しかったが、今の人達は利口すぎる

のか、プライドなのかなじめない。 (女性／70歳

以上／無職／中野地区) 

○休刊日の設け方（週１日の休館日は必要ですか？）。

子供の長期休み期間中は無休とか、可能でしょう

か。 (男性／50～59歳／自営業・自由業／中野地

区) 

○移動図書をして下さい。市内（町内）にも。 (女性

／70歳以上／その他／中野地区) 

○検診や予防接種の待ち時間等に貸出ができる移動

図書館（図書館車）があれば待ち時間等がたいくつ

せず、「本」や「図書館」というものが身近に感じ

られるかもしれないと思います。 (女性／40～49

歳／パートタイム・アルバイト／科野地区) 

○この頃はネットで本を読みます。自由に字の大き

さを変えられるので、老眼でも便利です。 (女性

／60～69歳／無職／平野地区) 

○ＤＶＤを見る機械の性能が悪すぎます。ヘッドフ

ォンの雑音がすごい。新しいものに替えてほしい。 

(女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／長

丘地区) 

○自習スペース、飲食スペースを増やしてほしい（高

１の娘より）。 (女性／40～49 歳／農林業／平野

地区) 

○図書館の業務を本の貸し出し、閲覧、学習スペース

の提供の狭い範囲に限定してような質問項目とな

っている用に感じます（そもそもの図書館の在り

方、機能、役割についての認識の問題です。「ニュ

ーヨーク公共図書館」という映画を観たばかりだ

からの受け止めでしょうが…。）。 (男性／50～59

歳／公務員／高丘地区) 

○受付の応対悪い方がいた。やる気ある？ 良い方

がいるだけに残念。きちんと教育する事を定期的

にしてますか？ (-／40～49 歳／会社員・団体職

員／科野地区) 

○コンピューター関係の本がふえたら良い、と思う。 

(男性／30～39歳／その他／日野地区) 

○文学書などがひどく古い場合がある。適度に更新

してほしい。 (女性／50～59歳／家事専業／日野

地区) 

○今のままで充分です。 (女性／70 歳以上／無職／

平野地区) 

○特になし。 (女性／30～39歳／公務員／豊井地区) 
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○読書室には一席一灯。トイレドアに音消し装置。外

の石畳の数ヶ所あり、外のイスと天板がはなれす

ぎ。再デザイン必要。背付のイスの設置（複数）。 

(-／70歳以上／無職／平野地区) 

○民営化は反対。 (男性／70歳以上／会社員・団体

職員／中野地区) 

○図書館分館について 極めて利用者が少ないので

あれば無理に、サービス向上のため充実させなく

ても良いと思う。維持コストが増加するので（理

由）。 (男性／50～59歳／会社員・団体職員／平野

地区) 

○レファレンスサービスを充実させてほしい。パソ

コン（？）画面での検索の際、より細かい情報がほ

しい。本の内容とか。 (女性／50～59歳／パート

タイム・アルバイト／中野地区) 

○・カフェがあったらいいと思う。 ・癒しの空間が

もっとあれば良いと思う。庭をアレンジして緑を

見ながら本を読めたら素敵だと思う。 (女性／30

～39歳／パートタイム・アルバイト／中野地区) 

○・ファッション雑誌を増やしてほしいです。 ・勉

強できる場所を増やしてほしいです。 ・館内で飲

食できる場所を作ってほしいです。 (女性／18～

29 歳／会社員・団体職員／平野地区) 

○ＤＶＤコーナーあるのは良いが、観たいＤＶＤが

ない。本が作者順に並んでいるけど、本のタイトル

しかわからない時、さがしづらい。検索の機械はあ

るが面倒。図書館へ行くまで車で 20分弱かかって

しまい、近くにあればもっと利用していた。 (男

性／40～49歳／会社員・団体職員／倭地区) 

○講座、講師をまねいて勉強する会。 (-／70歳以上

／農林業／高丘地区) 

○もう高齢ですので、このアンケート調査、ストップ

して下さい（次回からは）。 (女性／70歳以上／無

職／平野地区) 

○市の図書館は緑に囲まれ良い環境です。静かで設

備も良く、すばらしい図書館だと思います。利用し

なくてはもったいないと思う。また高齢化に伴い

年で行けない人のため、移動図書館も良いと思い

ます。 (-／70歳以上／農林業／延徳地区) 

○どのような方が選んでいるのかむずかしい本は、

読まれているのか気になる。 (-／70 歳以上／自

営業・自由業／中野地区) 

○新しい小説を増やして欲しい。 (女性／60～69歳

／無職／平野地区) 

○・利用したことがないので、どんな不便があるのか

わからないので、利用している方に聞いた方が、も

っと細かいことがわかるのでは…と思います。そ

の場所でアンケートを。 ・子供が小学校の時、私

も『本読み聞かせ』というものを学校でやりました。

子供も親も、お互い良かったと思いました。 (女

性／60～69 歳／パートタイム・アルバイト／高丘

地区) 

○中野市立図書館は飲食可能スペースの利用時間が

決められているが、時間外でも利用したいことが

あるので、利用時間を設けないでほしい。今のまま

だととても不便。 (女性／18～29歳／学生／中野

地区) 

○図書館は本を読む場所なので、さわいで本を読ん

でいない人には、厳しく注意してほしい。子供用の

本は、自習室と違う階において欲しい。 (男性／

40～49歳／自営業・自由業／平野地区) 

○今は子供が小さいので、あまり利用する予定があ

りません。 (女性／30～39歳／パートタイム・ア

ルバイト／平野地区) 

○小説類は、これからは活字を追うよりもＣＤ、カセ

ットで読み聞かせるほうがよいと思う。中野の図

書館はそういう意味でＣＤ、カセット類がきわめ

て少ない。ＣＤ類は殆ど聞いた、またカセットは貸

し出しが許可になっていない（昔は借りられた）。

須坂の図書館は結構そろっている。時には飯山ま

で聴きにいくことがある。 (男性／60～69歳／パ

ートタイム・アルバイト／日野地区) 

○赤ちゃんタイムの実施や、催物の様子等の写真を

広報中野などにもっとあると利用しやすい。雰囲

気が分かりにくいと利用しにくい。 (女性／30～

39歳／家事専業／豊井地区) 
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○興味がない (男性／30～39歳／農林業／倭地区) 

 


