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いつもありがとうございます。図書館は楽しみの一つです。
子どもが生まれてから利用するようになりました。２週間で１０冊ですが、もっと借り
られる冊数が増えるとうれしいです。
子どもの絵本がたくさんあってうれしいです。広くてどこにあるかまだわかっていない
ので（未就学児）案内などあるとよりありがたいです。

4

カセットテープ・CD選ぶのがいろいろな場所に有り大変です。

5

日頃からお世話になっています。

6

ありがたく利用させていただいてます。

7

「図書貸出券」がもう少し立派なものになったらいいと思う（デザイン、材質など）

いつもご親切に対応していただき、とてもうれしく思っています。通ってこられる年

8

齢、高齢になるとちょっと無理ですかね？でもがんばってこさせていただきます。よろ
しくお願い申し上げます。

図書館はその地域の文化度を示すものと考えます。ですから市としてはもっと最新の規

9

模・内容（ソフト・ハード両面）の図書館を作ってほしいと願っています。一部の愛好
者（？）だけではなく子どもも老人も集える場としての図書館の新設に力を入れてほし
いと願っています。（市へのお願いです。）

10 新しい図書館楽しみにしてます。
11 市の図書館にない本の手配してもらいありがたく思っております。
12 以前9時開館、現在10時、元に戻してもらいたいのですが。
13

館内を走り回る子供、鈴を鳴らしながら歩き回る高齢者、ケータイ使用者を注意してほ
しい。

14 新刊をもう少し早く購入してほしいです。

15

子ども用の本棚を出版社別でなくジャンル別（電車コーナー、動物コーナーとか）にし
てもらえると探すのも、今まで読まなかった本を見る機会になるのでうれしい。

16 いつも楽しく利用させてもらってます。ありがとうございます！
17 新刊の予約が多いと待ち遠しいです！
18 早く新しい図書館を作ってください。
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ブックコーティングされた本がもっと増えると利用者として嬉しいです。ご検討のほ
ど、よろしくお願いします。

20 テーマに沿った図書の提示コーナーの拡充があればいいなと思っています。

21

蔵王山や栗駒山が雲仙普賢岳や三宅島みたいに噴火したらどうなるかの内容の本がほし
いです。

22 楽譜関係の本が少ないと思います。
23 イスとテーブルがもっとあればいいのにと思います。
24

2週間ごとに利用させていただいております。いつも親切な方の対応本当に有難うござ
います。感謝です。願わくばこの場所でいつまでも開館してくださいね。

25 朝9時開始を希望しています。対策等大変でしょうけれどよろしくお願いします。
26 長い間利用させていただいています。いつもありがとうございます。

27 雑誌の近刊がない。県立図書館への予約を入れると2週間くらいかかる時がある。
28 もっと文庫本を増やしてほしい。（時代物）
29

30

予約をしていても平日は時間がなくなかなか取りにこれないので、せめて６時３０分く
らいまでやってくれると助かります。
開館している時間を長くしてほしい。また、開館時間もAM１０時→AM９時が望まし
い。

31 希望の本を調べてくださりうれしいです。
32 午前中に利用しています。朝9：30頃から開館していたらうれしいです。

33

週一で勉強に行ってます。東松島市から来てます。とても勉強しやすい空間でとても気
に入っています。

34 本の数が少ない
35 文化・芸術関係（特に映画）の充実を期待しています。
36 館員の方々の接遇は立派です。結構種々の”しみ”がありますね。
37

スタッフの皆様が親切でありがたいです。日曜、祭日のお休みが残念です。宜しくお願
いします。
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38 図書館を利用することにより日常生活にアクセントが出来る。
39

とても個人的な都合ではありますが、子供を保育所に送ってから来ると、少し開館時間
まで待ち時間があるので、9：00～開いていたらいいなあと感じます。

40 開館時間を午前9時からにしてほしい。
41 新しい本が早く入るとうれしい。
42

43

ページの目に異物がはさまっていることが度々あってその時はカウンターで声をかけて
から返却していますが大丈夫でしょうか？
返却されたばかりの本コーナーがすぐ片づけられる時があり残念。休日（祝日）連休で
なく開館日設けてほしいと思う時があります。

44 親切にいつも対応していただきうれしく思います。TEL連絡もありがたく思います。
45 出来れば朝は早目の開館時間を希望します。
46 新刊をもっと増やしてほしい
47

48

今まであまり利用したことがなかったですが、子どもも喜んでいるので、たくさん利用
しようと思います。
（月）休日を開館、翌日（火）を休館してほしい。閲覧室、コーナーを増やしてほし
い。

49 坂の両脇の木（枝）を切ってほしい
50 新しい本や季節に合った本のコーナーがあり、本を選ぶ時の参考になります。
51 いつもありがとうございます。
52 新築を希望します。
53 乳幼児用にたたみスペースやこあがりがあるとうれしいです。
54

夏の６月～８月までは涼しい時間（９時）に、その他の月は１０時で開館していただけ
るとよいのですが。自転車利用が多いのです。

55 館員のマナー大変良い
56 新図書を多く入れてほしい。カフェがあるといいです。地域の歴史書を入れてほしい。
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開館時間が１０時になったのは夏は特に困った。（車ではないので）閉館時間が遅く
なったのは便利、ただし個人的には返却は市役所のポストなのであまり感じない。
窓側のイスを除いてほしい。「あ～さ行」の作家の本を探す時人が居ると集中して探せ
ないので。

59 子どもが靴をぬいで座って読めるコーナーが欲しい
時間に関しては、平日、土日等、夜遅いと大勢の人（仕事をもつ人）が利用できると思

60 います。難しいだろうとも承知しています。返却がここに来ないとできないので、ポス
トがショッピングモールや利用者の多い場所の近くにあると便利だとも思います。

61 建物も古くなったので建替えは考えてないか？もっと広い図書館がほしい。

62

息子が仕事の終わりに利用してますがもう一日位遅（水曜日のように）おそい日があれ
ばと思います。
だいぶ傷んでいる本、汚れている本がみうけられる。現在はマスク常用なので新聞に限

63 らずだ液をつけてめくられることはないが、いく前から気になっており改善策はありま
せんか。

64 仕分けがわかるように足を運びたい。
65 医療系の棚の分類をもっとわかりやすくしてほしい。

66

週に1日～2日程度でも、朝の開館が遅くとも夜ゆっくりめにやっているとか、あるい
はその逆、（朝早めに始まり、夕方早めに閉まる）があっても良いかも…大変かな？

67 もう少し、本がきれいで新しいと嬉しいです。
1ヶ月に2回本を借りています。新着の本は人気がありますので、なかなか読む事がで

68 きない時もありますが、楽しみにしておりますので、これからも図書館を利用させてい
ただきたいと思います。いつもありがとうございます。

69

70

金曜日の午後を伸ばしていただけると幸いです。いつも好奇心を刺激する読書ができる
のは図書館のおかげです。これからもがんばってください。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。朝9時30分頃までには開館すると嬉しいです。でも今の
ままでも大丈夫です。

71 職業：会社員 いつも新しいのがありませんが仕方ないか…
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72 新しい本が早く出てくれるので助かってます。いつも楽しみです。
73 本の配置がわかりやすくてよいと思います。
74 むずかしいとは思いますが本を増やしていただけるとありがたいです。
75 館内の1Fで座って読める場所がもう少しあると助かります。
76 読書室が少し暑いです。
77 最新の本が少ない。１０年前の本はいらない。
78
79

冊数が少なすぎる（待ちが多い）。多くの市民が利用できるところが良い。耳からも聞
けるテープの種類が少ない。
除籍本について、雑誌類がヒモで縛ってあるものについて。欲しい号だけ単体で選べる
と良い。
時間外に本を返すとき、車でくると止めるところが狭く感じていました。開館時間には

80 満足しています。図書館のHPがケータイで見ると開館スケジュールが見えづらいの
で、改善されると見やすくて助かります。

81 紙芝居を選ぶのが大変でもう少し見やすいといいなあと思う
82 手芸用の本をもう少し増やしてほしいです。
83 仕事帰りに利用できると助かります。
84 大変親切な対応でありがたく思っています。
85

職員の方も丁寧で利用しやすい図書館だと思います。３月中旬の地震後もいち早く再開
されていて大変だろうと思います。ありがとうございます。

86 図書の充実をお願いします。
87

１多賀城のような図書館にしてほしい

2新しい本をもっと購入してほしい

3自主勉

強できるエリアがほしい
家が近く幼いころから利用している落ち着く大好きな場です。子どもがうまれてから図

88

書館のテーマ別に並べてある絵本コーナーがとても助かり子どももだけど親もとても楽
しんでいます。齋藤一人さんの新刊をたくさん読みたいなというのがちょっぴり希望で
す。

89

私の住んでいるところから遠くてもっと近くにあればなーなんてぜいたくですヨネ
めんなさい。

90 いつも子どもの絵本を主に借りています。短編を集めたような本が好きです。
91 開館が９時くらいだといいですね。
92 いろいろ親切にしていただき感謝しています

ご
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93 新しい本など増やしていただけると嬉しいです。
94 参考書が増えるとよい
予約本の準備が出来てTELいただいています。留守電に入れて貰ってます。その際「〇

95 日迄の取り置きです」と言ってくださるのがほとんどですが、たまに「１週間以内に」
と言われる時も、年寄なので〇月〇日までとはっきり言って貰えると有難いです。

96 図書館がここにあって助かっています。
97

職員の対応が親切で心地よく、雰囲気がよく有難いです。いつもありがとうございま
す。

98 今後も利用させていただきます。いつもありがとうございます。
99 １０時では遅いような気がしてました。
東松島市さんより絵本がみにくく、取りにくいと感じる。大型絵本を借りることができ

100 るのはとてもいい。季節の本、オススメノの本を分かりやすくクローズアップしてほし
い。
いつもお世話になりありがとうございます。毎日楽しくいろんな本を読ませてもらって

101 います。職員の方々にも気持ちよく接していただき感謝しています。ありがとうござい
ます。

102 高学年へのおすすめコーナーとかを作ってくれるとうれしいです。

103

104
105
106

2Fから下る時（腰ヘルニアをやってから）「左に手すりが欲しい」とずっと思ってい
ます。（年配の他の人は平気なのでしょうか？）
転勤で石巻に来ました。本も豊富、図書館の方も親切でありがたく通わせて頂いていま
す。
コロナ禍でもいろいろ企画されて、展示などもくふうされていて良いと思います。これ
からも頑張ってください。
昔は夕方５時まででしたが、平日６時まで、水曜日７時まで開館していただき助かって
おります。

107 マンガもほしい
108 本の数がとても多くて色々な本が借りれる
109 開館日、開館時間には満足している
110 新しい本も入れてほしい
111 コーヒーショップ併設
112
113

おはなし会いつも楽しく参加させて頂いてます。コロナで大変ですが、これからもよろ
しくおねがいします。
希望図書を探してくれるとても親切なので助かります。他図書館からも手配して頂ける
のは嬉しいことです。
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114 いつも新しい本が入荷されていてこれからも続けていただければうれしいです。

115

開館時間で不便を感じたことはありません。月曜休みもインプットしているので（たま
に忘れる）問題ないです。本をさがすのに苦労したことはあります.

116 新刊の図書が少ない
117 登録をネットでできるようになると便利だなと思いました。
118 子供向け～高齢者向け等、啓発の機会をこれまで以上にもって頂きたい。
119

いつ来ても館内は清潔で職員の方々もていねいな対応をして下さるので満足しておりま
す。

120 増館を考えてもいいと思う。総合体育館を移設し、その跡地はどうかと思う。
121

市民の希望、話題になっている本など多彩な図書を市民に提供していただきたく、今後
もよろしくお願いします。

122 開架のスペースをもっと増やして書庫から本を出してほしい。
123

124

いつも感じよく受付に接してもらってます。老朽化が目立つので早めに新築をお願いし
ます。
いつも新しい本を取り入れていただきありがたいです。今後も利用させていただきま
す。職員の方も丁寧に対応してくださりとてもよいと思います。

125 CDを増やしてほしい。（特に子供用）
126 お休みの日の楽しみです。ありがとうございます。
127 いろいろな種類の本があり助かっています。
128 年に一度の蔵書整理閉館期間が長すぎる。日常的なIT利用で期間短縮してほしい。
129 10：00～だと病院、スーパー他が開くので遅いと思う。10：00前開館希望です

乳児、幼児の子どもたちがお父さんお母さんとゆったり絵本を読めるスペースがほしい

130

です。今の図書館のスペースでは無理なのでしょうが、１階スペースにも新聞を読んだ
り本が読める場がほしいです。車イスの方も利用できるエレベーターもほしいですね。
（新しい図書館ができたら）

131

前のように１０時前に開館というのが希望です。毎日とはいわないまでも交通機関の時
間が空いていると時間つぶしになり何なりとできるのに毎日１０時ではできない。

№

自

由

記

述

132 平日夜間８時まで希望（火・木とか週に1・2回）仕事帰りによれる為
133 大橋の市の土地に移転検討してください 広いし安全、平地
134 もっとオープンスペースや学習スペースがほしい
135 もっと本を調べるパソコンを増やしてほしい
136 絵本、児童書が充実していてうれしいです
137

138
139

小さい子供を連れてよく行くのですが、駐車場（じゃり駐車場）からベビーカーを押し
て行くのに結構大変なので入口からすぐ行けるように整備してもらえると助かります。
絵本コーナーに幼児用スペース（靴をぬいで読める場所）があるといいなと思いまし
た。
やっぱり移転新設しかないでしょう。合庁跡地に複合施設造るみたいですが、そこの目
玉にできませんかね。

140 要望すれば新刊購入してくれるのか？
141 この場所で図書館を続けてほしいです。

142

143

学校図書館の助けとなるように学級図書の入れ替えについて車で学校まで運んでほしい
です。入れかえがむずかしくて学級図書をやめる学校があります。
いつも優しく対応していただいて何度も利用したいと思います。ありがとうございま
す。

144 新しい本がないなーと思います。多賀城、古川と比べ。（歴史）
145 勉強しやすいです。

146

（平日・土曜・日曜）午前8時30分～9時。夏の気温が高い時期は読書室でも熱中症対
策として飲み物を飲むことが出来ると良いと思います。
以前、市役所に駐車場を舗装してもらいたい、及び入口の扉が重たくてひどい、と手紙

147 を出しました。扉は自動ドアにはならなかったが軽くなった、駐車場はまだそのままで
す。

148 おすすめ本のPOPなどを色々なところに置いてほしい。
いつもていねいに対応していただき、ありがとうございます。本は心の栄養です。これ

149 からも利用させていただきます。（返却日（＝〆切）があると、ちゃんと返そう！！と
思えるから）

150 朝9：00からだとありがたいです。
151

古い教育書を取り払い、新しい教育書をもっと増やしてほしい。教育書の質がその市の
教育レベルに反映する。

152 満足度：どちらともいえないを選択）こんなものだと思います。
153 いつもお世話様です。おかげで沢山本が読めます。
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154 登米市在住の人も使えるようにしてほしい。
155 新しい絵本が増えてくれると嬉しいです。
156 リクエスト等にも対応していただきありがたいです。
157 新しい本も沢山あるので毎回選ぶのが楽しいです。
158

貸出カードはラミネートタイプはもうやめてプラスチックのしっかりしたものにした方
かいいと思う（診察券タイプ）

159 老眼用の本を増やしてほしいです
160 英語の絵本がもっとあるとうれしいです！
161 新しく立て替えてほしい。
162 写真集が増えれば良い。
予約をした際、受け取り前に自分でキャンセルができないのが不便です

１０冊になっ

163 てしまうと新たに読みたい本が予約できないので・・・ 又は次に予約したい本のリス
トなどあるといいかなと思います。

164 本の数をふやしてほしい
職員のかたみなさんかんじよくて大変な仕事なのに頭が下がります

最近棚に「あれ？

165 この人『う』から始まるるのに『お』のところに本入ってるー」ということ多くて
「？？」となることあります。たぶん誰かが読んでこっそり戻してるか何か？？

166 予約もできて便利ですが東松島みたいに子供のスペースがあるとよいです。
167 新刊案内が目につくところにあると有りがたいです。
168 絵本がたくさんあり助かります
169 いつもありがとうございます
図書館は小さい頃から利用しており、建物や書籍配置も慣れ親しんでおり、訪れると学

170 生時代勉強に利用した思い出がよみがえる大切な場所。古くて小さい図書館だけど震災
前の景色が残る貴重な施設だ。

171 ホームページが見づらい
172 新刊書を多くいれてほしい。
173 蛇田公民館とタイアップしていただけるので助かってます
174 できれば、もっと新しい本を入れてほしい 偏った作家ばかりではなく
175 読み聞かせの小学校向けの講習会をしてほしい
176 今は水曜日だけ７時まで開いているが、週に２回くらいだといいと思います。
177 蛇田地区に返却BOXがあると助かります。
178 新書の入荷を増やしてほしいです。
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図書館内での基本的モラルの見直しをお願いしたいです。す足でソファーにすわる人や

179 おお声でしゃべる方に対しての、図書館に対しての考え方など。新聞使用の方のモラル
など！

180 新刊の案内が入り口付近にあるとよいと思います。
181 新しい本をどんどん取り入れてほしいです
182 無職なので特に希望はありません
183 新しい物を入れてほしい（予算もあるのでしかたないかな～）
184 カバンのロッカーがあるといいですね
185 今のままで十分良いと思う
186 字の大きい本をもっと多くしてほしい
187 最近は特に良く整備（新書を含む）され、感謝しております。
188 いつもありがとうございます
189 新しいCDを増やしてください
190 いつも対応をありがとうございます。
191 子どもが学校が休みになる祝日にもやってほしい（毎回でなくても良いので）
192

棚の中から、すぐかりたい本が見つかるのでとても時間がかからず満足させていただい
ております。

193 利用しやすくたすかっています。ありがとうございます。
194 いつもありがとうございます
195 廃棄図書の機会をお願いしたい
196 週１回でも平日時間延長は助かる
197 保育系の本や、新刊を増やして欲しいです。
198 いつも本をありがとう。
199

200
201

月に２回程度本を借りて自宅で読書のパターンを約１０年継続して私自身充実した時を
過ごさせていただいております。担当の方々の業務遂行に感謝致しております。
たまに破損したままの本があって借りた後で気づくことがあります。破損する方が悪い
のですが、点検、修理をお願いしたいです。
専門書を自由に閲覧できると助かります。（スペースの関係があると思いますが）
ＶＤの充実を希望します。

Ｄ

202 今のままで私は満足です
いつも子ども向けの本を借りているが、紙芝居がいつも整理されていて見やすくたす

203 かっている。幼児向けと小学生向けを別にして頂くと選びやすいのかと感じていまし
た。

204 とても機械的な応対の人が居ます。貸してやってる風な感じでがっかりします。
205 親切な対応をしていただいています。

№

自

由

記

述

206 趣味のゴルフ本（月刊誌）があれば嬉しく思います！
207 これからもよろしくお願いします。

