第3回ワークショップ ふせんグルーピング
テーマ：図面と模型をみて図書館の使い方について話し合おう
ふせんの色分け:

赤

個人でしたいこと

緑

2～3人、または4
～5人でしたいこと、
できたらいいなと

開催日：6月8日（土） 9：45～12：15

青

大人数（10人以上）で
したいこと、できらたい
いなと思うこと

黄

必要だと思うサービ
ス、機能、スペース

※グループワークの際にご記入いただいた意見を、誤字・脱字の修正以外はそのまま掲載しています。

Aグループ
大項目

小項目

個人・中規模、大規模グループでやりたいことやできたらいいなと思うこと

左記を行うために必要だと思うサービス、機能、スペース

読みたい本を選ぶ

選びやすい配架

本のタイトルと内容の照応をちょっと腰をかけてやりたい。立ち読みがツラいから。

静寂

周りに気兼ねなく勉強（自習）がしたい
新聞コーナーを広く
調べもの複数本を広げてメモを取る ノートに記録
語りをする時に調べて覚える場所
個人の調べ方物をゆっくりする場所
資料・情報を集める手伝いをしてもらいたい
大学の研究で使うデータベースの利用、情報収集
個人の生活課題について相談、調べる
病気について詳しく知りたい
週刊誌のまとめ読み
月刊誌の連載小説を読みたい
展示を見る時間をかけて 説明がある文 人が説明してくれる

広げられる机 ブックカート

レファレンスできる職員と環境
データベース専用の端末
課題ごとのパスファインダーを掲示

図書を参照しながらパソコンを使いたい
ボランティア活動

日常

ふらっと立ち寄る
雨よけ日よけのためによる
ちょっとした打合せ
たわいのないおしゃべり
多言語新聞、子どもの本
読書会10～15人セルマ・ラーゲルレーヴ「ニルスの不思議旅」中心に２０年続いてる
市民に向けて勉強会を高校以上の元先生（OB/OG、現役でいい）にやってもらいたい

広場

ヒューマンライブラリー
少人数での勉強会読書会資料を見ながら意見交換できる
専門テーマの勉強会（図書館の主導で）
1人旅を語り合う会
ラフに図書会を開く事ができる
宿題支援 学習支援
演奏してもらう 演奏したい人が自由にできる
映画館
講演会
朗読会 物語りの会
大型自動演奏楽器（オルゴール）の演奏を楽しむコーナー
中央公園の活用を考える
地域課題に対してのディスカッション
爺婆の育児教室 世代交流の場
ワークショップ（仲良くなるためのブレスト）
部活、サークル、クラブの会議
CGに挑戦したい
子どものお話し会の場所がとじられるように

どんな活動があるか紹介
市民活動室などのスペースの予約機能
市民協働のためのコアメンバー（市民参画・参加情報ポータルをつくる）
ベンチ

日本語を母語としない人達も手に本をとりゆっくり活かせるところ
飲み物こぼしてもいい、食べてもそうじしやすい

退職した教員に値する教員免許をもっている地域の人
いつするか予約
告知
スクリーン 座席
マイク・スピーカー装置、映像プロジェクター照明設備など
丸テーブル ４～６人掛け

複数人で使える机、イス
数台のPC

Bグループ
大項目

小項目

個人・中規模、大規模グループでやりたいことやできたらいいなと思うこと

左記を行うために必要だと思うサービス、機能、スペース

電子図書の利用も
レファレンスコーナーで辞典・事典などでの調べものしたい。大型辞書は
閲覧机が近くに。立ち用でも可
書きもの（手書き、ワープロ）ができる机、椅子が欲しいです
静寂

打ち合わせ（若者会議の施策）など・ホワイトボード・プロジェクターが欲しい

周囲を気にせずに勉強できるスペース
地域館で間に合わない調べもの
検索機、メモをとるスペース
新聞、雑誌は地域館でゆっくり読みたい
中学生、高校生はどこで勉強する？
2～3人の作業日 カフェなどでできるでしょう
おはなし会のプログラムなどの相談。（本を使いながら）
文庫活動の相談
小学生向けワークショップ（将来のキャリアプラン・プログラミング）
LANGUAGE、EXCHANGE 外国人⇔日本人教えあう

仕切りのある机

見える（本の背）開架書庫
おはなし室は、おはなし会の時間は、閉じられた空間になるように。
おはなし室は、おはなし会の時間以外は、オープンに使用できるように。

聖蹟の国際交流センターと一緒に

日常

広場

おはなし会のリハーサル
活動を同じくするサークル同志の交流会
外国語学習などの場を。ホワイトボードまたは黒板
市のすること、図書館のすること、分けないと
個人でしたい事 図書館員のアドバイスの専門性の情報
コーディネートできる職員の配置
→（どんなことができるか具体的な事例等）カウンターに表示するとか
サポー
副業の拠点
ト
イベントの開催・読書会（ビブリオ、バトル）・本の修理の仕事（プロ＋ボラ
ンティアの 1冊\100くらいで修理）・本の交換会（読み終わった本など）
書架の間をブラブラ歩く
気軽に 早朝の勉強5：00～9：00（PCも持ち込みたい）
感じら 深夜の勉強7：00～12：00（PCも持ち込みたい）
れる 大人のラーニングコモンズってどんなもの？
1人で抱えながら悩みを相談し合う（認知症、不登校etc)
動線と近接したイベントスペース
HPやSNSでイベントの告知。（今もできているとは思いますが…）
スペース（会議室）の予約
閉架書庫の品目がどこかで分かるように本の背の見える書柵の写真み
たいなものあるいは画面、映写モニターに
図書館本来の収書と保存についての知識を普及。理解させる
情報収集の指導 都立図・国会図からの貸し出し＋複写依頼の手続法なども

早朝・深夜専用の出入口

Cグループ
大項目

小項目

静寂

調査

連帯
運営
日常

個人・中規模、大規模グループでやりたいことやできたらいいなと思うこと

左記を行うために必要だと思うサービス、機能、スペース

文献調査 J-Stage、J-PlatPat等

A４が映る端末がほしい

共通の趣味を持った人が情報交換や教室

貸出用会議室

個人でオーディオ、ビジュアル資料の視聴
CDの試し聞き
「運営について」他都市、都立図書館との連携を強める（そのひっぱりを
多摩図書館が行う）
勤め帰りの人も利用できるように夜間開場
24時間返却ポスト
高齢者のグループをつくる
高齢者がゆっくりできるスペースを作る

高齢
者
サービ
オーディオ文庫をつくる
ス

資料
検索

絵（資料の1つ）のレプリカを借りられる図書館
図書館にくれば有意義な情報が入手できる（子育て、ビジネス、多摩の
イベントetc）場
自分の課題を解決する資料案内
親子で興味あることを調べる（星、植物、電車など）

閉架のためし読み
素てきな本に出会いたい
本を探す、本と出会う楽しみを得たい→並べ方、見せ方の工夫
本を探 個人のおすすめ本のコーナーを作る
す
本を見つけることを楽しみたい
広場

絵本の原画展ができるスペース、ギャラリー
映画上映会
イベン プログラミングのワークショップ
ト
4～5人、2～3人white boardを使える室で議論できるようにしたい。開発とか
定期的に講演会が開かれているとよい
本のリサイクル、買い手の本、図書館の本、大事にしたい、集めて古本市

アーカイヴの充実▷連携体制を整える
21：00くらいまで開館してほしい
夜でも借りられる「貸出機能」
椅子に座るのがつらい人が休めるゆっくりできる場所が欲しい
朗読ボランティアの養成
録音機材 防音室
OCR＋音声デバイス
情報収集と発信の仕組みづくり
レファレンスの専門家は分散利用
→都立図書館の司書連携すればよいかもしれない
専門家とつながる端末
書架の工夫 開架
リサイクル書架があるといい
個人の趣向に合った本がみつけやすい仕組み
本を見つけられるスペース
潤沢な開架スペース 本の平置きスペース
読後コメントの交換
プロジェクター、スクリーンなどの設備
Wi-Fiとプロジェクター

古本市ができる場所、ストックできる場所

大きなおはなし会ができるスペース
子供 学校の宿題をみんなでできる放課後つどえる場所
サービ
趣味の雑誌を読みたい（鉄道）
ス
ベビーカーで気軽に入りたい
おもちゃやおえかき出来るといいな

子どもが気軽に相談できる人 セキュリティ
学校との連携
スロープ
みんながおえかきできるボード？など

Dグループ
大項目

小項目

仕事、勉
強、生き
がい

静寂

全体

ほっと一
息

個人・中規模、大規模グループでやりたいことやできたらいいなと思うこと

左記を行うために必要だと思うサービス、機能、スペース

調べもの
仕事をしたい
仕事探し（地域内とか）
仕事？
データベース、レファレンス図書？を利用できるスペース
（有料）データベースにアクセス。必要なところをプリントやファイル（PDF)で
持ち帰る（有料でOK)
本棚の前でたくさん本を見て調べもの
子どもの教育関連、健康関連の情報収集
資格取得に向けた勉強（→子供はおはなし会へ）
キャレル的なところを時間で区切って借りたい
仕事の打ち合わせ、ミーティングで使いたい
図書館まで来れない人への貸し出しサービス
常世田先生の話からActiveな図書→レンガ坂との繋がりを緊密に
緑陰で読書したい

PC環境、Wi-Fi環境
動かしていい椅子
囲まれた席、広い机
調べたりするとき、サポートしてくれる司書とデスク。相談しやすい場所に。
・静かなスペース ・PC

情報発
信・つな
ぐ

広場

様々な
世代に
読み聞
かせ

イベント

プリンター
プロジェクター、コンセントプラグ、白い壁、ホワイトボード
レファレンス、掲示板
障害者、高齢者への配慮。利用しやすく
公園と図書館の間に緩衝帯（バッファー）が欲しい。そこを読書の森に位置付ける

池周りの芝生利用者の方々への配慮していますか？
・屋外トイレはどこにいったか？
・日中には、保育園・幼稚園児の利用が多いのですが、使い易い対策はなにか考えられ
ませんか？
・芝生、池、建物のカラーリングは大切です

建物配置について
・中央公園通りへの接触角を多くしたら？（キュウリ型→逆L字とか）
・設備配管、配線ゾーンが限定されて難しい。と思う
・修繕、清掃費が高額になる。資材選定も慎重に！！
なにもしない
ほっとできるトイレ
CD,レコード、LD朗読のCDなども楽しみたい
お茶をのみながら読書会をしたい
保育園のママ友と相談→子供のアトピーとか →遠足の相談
パパ・ママたちの集まるときの場所として利用したい

オーディオルーム

家族で夏休みの旅行先の相談するスペース（旅行本みながら）

・専門書 ・レファレンス
・子供用の椅子やバウンサー ・本以外のおもちゃ
・話し合いスペース ・レファレンス
おしゃべりできるスペース

アートを楽しむ

エントランスに展示スペース

他の図書館（国会、他地域、大学、海外含）とつないでほしい
ある分野が得意な人の話を聴ける簡単な勉強会、セミナーなど

・映像を投影できる壁 ・写真や絵を飾れる壁（例えば多摩の）
貸し本棚（個人の本）を置いて貸し出せる仕組み
司書さん個人または市民のおすすめイベントコーナー
本が活きる魅力的な展示スペース

課題解
決、話し
・近所の人と話し合い ・子供が道路に飛び出す→標識設置を（誰が）依頼したい（どこに）
合い
日常

コピー機、PC(持ち込みPCも）→コンセント

周辺施設との連携、紹介（パルテ・グリーンライブセンター）
音楽会や展示会（絵や写真、映像）
子供の読み聞かせ、おはなし会

・スペースの確保 ・イベント

おはなし会 あかちゃん向けわらべうた

開放的な空間

おはなし会 小学生、幼児向けストーリーテリング
おはなし会 中学生向けストーリーテリング
おはなし会のため選考や勉強
利用者が出会え、しゃべれる場、交流できる場
夏など休暇中の子供たちの過ごす場所として利用したい
一箱古本市のような事をしたい
ビブリオバトルがやりたい（イベントの開催）

仕切られた空間
おはなし会は必要に応じて閉じられる空間にしてほしい（声・集中度）
仕切られた空間、部屋
ちいさな部屋
・食事スペース ・自由研究や宿題について話せる場所やサポートするスタッフ

バザール広場
机とイスを動かせるスペースがほしい

Eグループ
大項目

静寂

日常

小項目

個人・中規模、大規模グループでやりたいことやできたらいいなと思うこと

起業のための資料を集める
つくり方売り方ネットで
地域や個人の悩み解決に必要な調べものができる（病気・法律）
レファレンスブック地域資料をデータベース活用した研究/課題解決
調べ物
仕事の調べ物ができる/他の都市から仕事で行ったときに使用
私が本館に来て1人でやりたい事は調べ物が第一です。したがって書架
に近い机とイスのコーナーがあると便利。静かに調べられるかと。
PC等持ち込んで個人で仕切れるスペース ブースが良い
個人スペース PCは使える 電源等 wifi(早い)
高校行かずに大検取る人とか
高校生の勉強場所がない！ ・お金のかからない ・家で勉強できない
オーディオスペース CD、ビデオ
ミーティング会議部屋

左記を行うために必要だと思うサービス、機能、スペース

書架の横で調べ物ができる机、イス、スペース。一階

資料作りのためのPC貸出→プリントアウト。立体でも。スペースも広く！
電源,wifi
視聴覚スペース 1～10人
プリントアウト可能なホワイトボード、プロジェクターなどの貸出

他の図書館の同様スペースとネットで繋いでのミーティング スクリーン 中央館ならではのサービス ・データベース ・他の機関 ・照会、紹介
orテレビ会議
公共図書館だけでは限界有るので大学などと連携してサービス提供の余地
キャスター付イス、机
子供向けのレファレンス
お金のかからない居場所 高齢者座れる場所
カフェ利用
結局くつろげる椅子はどこに何席置けるのか？
活動スペースと書架など図書館機能とのバランス
北側の窓はガラス張りになるのですか。机とイスを置いてください。
1Fも2Fも座れる場所が少ないように思います。
グループ学習「室」、読書「室」→部屋化してしまう？
貸し室が借りられていない時の使い方
ママ友と子育ての情報収集 パンフ
地域の情報誌等が置いてあるスペース
勉強会 お年寄り→20～30代 5～10人
読書会
子どもとおはなし会
子どもと読書テラスで読書
地域での課題解決のためのグループ討議
地域での活動グループによる図書館資料を活用した討議・学習

広場

その他

ママサークルの打ち合わせ 10人 子連れ
仕事途中の打ち合わせ3～5人 オープン
地域外からのツアー客向けに多摩NTの説明
地域資源の紹介講座
地域学習の生徒・児童向けの講座
様々なテーマでのワークショップ

テーブル、イス、ホワイトボード
グループ席or大きなテーブル
講演会使用に拘らない

本を使ったワークショップ

プレゼンテーションができるスライド投影ボード

絵本の原画などの展示
布の絵本の展示会
企業だと「ピッチ」文化盛ん
地域での起業のヒントになる講師のプレゼンテーションと質疑
図書館主催の企画講座開催 プレゼンデータによる課題解決のヒント
ワークショップ大人数
大人数のスペースは他の建物を使用
大階段のスペースいらない つくるならプラネタリウム
図書館員の作業スペース 修復デジタライズ

原画展 展示スペース

ステッププラザをいろいろな使い方 フラットになるなど
いろいろな用途に使える大きいスペース
図書館員の作業スペース
基本計画では30万冊の閉架+拡張可能棚の保証
コストを意識したサービス 課金方式でモニタリングできる 既存サービス目指し

図書館サービスを支える職員体制や力量の制約を十分意識

Fグループ
大項目

中項目

静寂

解決

活動・交
流
運用・ソフト

日常

解決

小項目

個人・中規模、大規模グループでやりたいことやできたらいいなと思うこと

左記を行うために必要だと思うサービス、機能、スペース

スタートアップしたい
本の検索だけでなく、ネットやwordも使えるPC
学校の課題の資料探しを手伝ってほしい
検索 知らなかった本を見つけたい
電子書籍が読めるように（kindle、電子ペーパー、タブレット、ipadなど） 医学書・医療福祉系図書の充実（高齢化率が高い多摩、予防医学、知識の普及）
（同人誌など、部数が少ない本は電子出版がメインになりつつあるため） PC
データベースを使いたい
同誌の作成（印刷機、政策、スペース、ポスター作り）
展示
ポスターセッション製作物の展示
グループ学習室をMFにも5部屋作ってほしい（MFにも静寂系をもっとつくってほしい）
読書・ キャレルの机で自習したい
開架、閉架書庫が思ったより狭いので将来の需要も考慮してMFにも面積を増やしてほしい
自習 静かな場所で読書をしたい
職員
マニアックな図書館員さん
同人誌の作成（数人での合同著作）
図書館の在り方、利用方法など周りを気にせず語り合いたい
翻訳（通訳）端末の貸し出し（日⇔英などのグループワーク向け）
開架式で選書をしたい
アンバサダー的な人材（ボランティア、地域課題に詳しい人、図書館に詳しい人)SNS、メルアドを張っとく
生活の困ったこと解決
PCの使い方使いこなし方を指導してくれるスペース
PC
SNSを市民全員に使えるようにするための教室が欲しい。ひきこもりをな
くす為にも
プログラミングしたい
パソコンたくさんできる所（館内の（デジタル）本読めて…）
レシピがほしい
「読書スペース（テラス）」例えば雑誌・新聞…読みながら緑も楽しめるスペース

旅や登山の計画を地図や本を見ながら行いたい

図書館関連の資料の印刷が可能なスペース

web会議（ビデオチャット、スカイプなど大型モニターがほしい。ホワイトボードも）

活動・交
流

情報
交換

CD・
DVD
運用・ソ
フト

ボランティアの情報交換のできるスペースがほしい。参加者は・ボラン
ティアを受けたい人 ・ボランティアを希望する人
今月、来月のイベント情報を交換できるスペースがほしい。出席者は・イ
ベント主催者 ・イベント参加者
市内の子供食堂を実施しているNPOと協力して月1回子供のつどいを開
く。子供問題を話し合う。
図書館と市内の企業が協力して、企業の社会貢献活動を子供や市民に
紹介する。（ベネッセとか日本医科大、多摩大）
友人とDVDの鑑賞をしたい
CDを音を気にせず聞いたりできるスペース（周りの人の迷惑にならないよう）

大学、企業と連携して本を借りたりする
SNSで発信（図書館情報）
ホームページの充実、アプリとか
友達を作る

広場

子供のスペースは他のスペースと仕切ってほしい（唐木田図書館は上
の児童館の声が吹き抜けで集中しにくい）
解決

活動・交
流

運用・ソ
フト

地域の環境地図や問題解決地図をつくる（グループワーク）
国際交流のために世界各国の大使館と協力して月2回ペースで多摩市
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
民と交流会をする。相互理解のために
ﾜｰｸ
・知能、知恵のシェア（SNSのアカウントなどと共に・自分の専門について
掲示してみる）オフィスアワー 滞在日をかく
トークセッションみたいなやつ
雑談したい
ビブリオバトル
読書大会
イベン 世界・日本の各都市の図書館と話題になっていることを話し合う（テレビ
電話で）。進化する図書館を目指すために。
ト
デートがしたい
クラシックなどの生演奏聴きながら読書
本を探すイベント
みんなで文化をつくる
ゆっくり休みたい
気楽な席
公園へ遊びに来て図書館でひとやすみ
休けい 子供向けの竹細工の講習会を伺う
紙飛行機をとばしたい
頭と心と体をつかうこと
夜、ワインを飲みながらグループディスカッション
みんなが使える広いスペース
パルテノン多摩とのコラボイベント

