
問14自由記述

番号 年齢 性別 回答

4 70代以上 男性 帯を本に貼ってほしい（内側に）帯も楽しい

6 70代以上 無回答

携帯に電話よこしてもらうと、２，３回で切れ、手をおいたり、客の応対をやめ

たりします。２，３回じゃなく、きちんと５回位でもいいからしてほしいです。

バッグから携帯とるのでさえ時間かかりますよ、又私はかけなおすとその人がわ

からないのでいつも待たされます。時間を取ってやることなので、かけなおされ

たらすぐ応対出来るようにして下さい。

8 70代以上 男性 新しい図書館になり、ゆったり読書を楽しむ空間があるといいですね。

11 50代 男性 欲しい本が見つかったためこれ以上改善しなくて良い。

13 40代 女性

これはとても個人的な意見で、反対意見が多いことを承知で書きます。小さな子

どもが子ども本のコーナーで少し騒いでも、あたたかく見守る余裕がほしいで

す。図書館は静かな場所でそれがマナーというのも大切で、小学生以上には教え

るべきですが、本が好きで“ママ、見つけた！！”みたいな興奮の目は、摘みたく

ないなと思います。図書館がルールに厳しい場所なだけでなく、“楽しい場所”で

ある気楽な場所であってほしいです。

17 70代以上 男性 動画を見れるようにしてほしい。お願いします。

19 40代 女性
図書館を新しくしてほしい。他の図書館をまわっていますが、石巻が今のところ

一番悲しいです。

20 40代 男性
自習室の絨毯をなくすか、新しいのに代えてほしい。ゴミ箱（２F)も古くて汚い

ので、代えてほしい。

23 50代 女性

開館時間が以前と同じ9:00の方が良い。施設がだいぶ老朽化しており、増書する

にも狭いと思うので新しく建て替えてほしい。休憩スペース、飲食スペースも増

やし、コロナが治まったら交流出来る広いスペースがあれば良いと思う。

25 30代 女性

土日や長期休み（学校）にあわせて、開館時間を早めてほしい。（9時頃から開

館していたら嬉しい）絵本以外の児童書を増やしてほしい。（今現在ある本でシ

リーズの抜けた巻を揃えてほしい。）

26 30代 女性

一般書のテーマ別コーナー（毎月変わっているコーナー）面白いので、継続をし

てほしい。図書館司書さんのおすすめ本を読んでみたいです。月間貸出ランキン

グコーナーなどがあるとよい。空いているスペースに本屋さんのようなPOPがあ

ると楽しい。

27 30代 女性

いつも丁寧に対応して頂きありがとうございます。子供が産まれてから、子供の

ためにと思い利用するようになりましたが、私の方が本を探すのが楽しくなりま

した。子どもが絵本を破ってしまった時も「これからもいっぱい借りてください

ね」と声を掛けて頂き、ありがたかったです。これからもお世話になりたいと思

います。

30 70代以上 男性
多賀城市の図書館利用したことあるが、広いきれい食堂（レストラン）有り、利

用しがいあり。



33 60代 男性

破損や汚れ日焼け等で読みたいが断念する本がとにかく多い気がする。新聞を読

まれている方の中に指につばをつけてめくる、音をたててめくる等気になること

がある。だから新聞を読んだことはない。指サックを用意する等の対策を考えて

頂きたい！新しく購入した本には帯に簡略に内容等が記されています。できれば

表紙の裏にそれを貼付けして頂けると、本の内容を大ざっぱにつかめ、好みの本

か否か即座にわかって便利なのですがいかがでしょう？！

34 50代 女性 開館時間を以前の9時、もしくは9時半にしてほしいです。

36 60代 男性

石巻に来る前に川崎市に住んでいたがちょっと話題になった本はすぐにリクエス

トが100人以上になって半年くらい待たねばならなかった。それに比べると石巻

はせいぜい2~30人で早く読むことができありがたいなぁと感じている。新着本

もいろいろなジャンルを網羅していて今までなら手にしなかった本と出合う楽し

さを教えてもらったように思う。ヘビーユーザーの交遊の場みたいなものができ

てくると面白いかな～などと夢想することがあります。

38 60代 男性
新聞コーナーにはいつも同じ方々がおられますが、入口近辺でもあり、気になり

ます。奥の方へ移動してはと思います。

40 30代 女性
子供用の絵本で書店でみるような人気作品をまとめたコーナーを作って欲しいで

す。読みたいものが探せなくて、返却コーナーでいつも探していました

41 30代 女性 表紙等、破れにくいよう補強してほしい。

45 60代 無回答

東松島市民ですが、とても便利に利用しております。自分の読みたい小説（新

刊、人気があるもの）がタイムリーに購入されていて助かっております。建物が

古くなっている点は気になりますが歴史のある土地に作られた図書館なので近隣

住民としても陰ながら応援して行きたいと思います。また職員の皆様の対応も素

晴らしく思っております！希望としては人件費の問題があるでしょうが開館時間

を９：００～１８：００位になればと。勝手な希望すみません。

47 40代 女性

公立図書館のため一般書の配置に力を入れている点はよいと思います。ただ、仕

事で必要な専門性が少し高い本が少ないため、不便を感じるときがあります。

（予約しても本が届くのに2カ月近くたってしまうと、レポートの完成に間に合

わなくなり、別の資料で、ということにもなります。）そのあたりを検討してい

ただけると、とてもありがたいです。

48 50代 女性

配置を変えてはどうかと思う。入り口付近にフリースペース奥が書棚となってい

るが、窓側に机とイスを並べて書棚の前に検索PC等が置いてあると探しやすい

と思う。

49 60代 男性

現在の図書館の場所は旧石女高の跡で、環境も大変良いのですが、「車での利

用」や今後ますます私達の様な「高齢者の方々が多くなる」ことを思いますと、

今のうちから次の図書館としての場所や規模などの事を、議員さん達を交えて話

し合う時期に来ているのではないかと思っております。



50 50代 女性

金町にある葛飾中央図書館をよく利用していました。1日７０００来るとか。広

くてきれいで椅子もたくさんあり、雑誌などもたくさんあり、うわ～って感じで

利用していましたが、広すぎて好きなジャンルを見つけるのも大変でした。石巻

の図書館は丁度良い大きさだと思います。探しやすいし、本の量もほど良いで

す。読みたい本はたいてい予約しているので、特に不便も感じません。ベストセ

ラーの本など東京では、1年以上待つこともありましたが、待ち人も少なく借り

やすいです。ただ、ビジネス関連の本は、時代の進みが早くて次々と新しいもの

に変わっていくので、もう少し新しいものがあればいいなとたまに思っていま

す。

51 40代 女性 シリーズをできるだけそろえてほしい（児童書も大人用のも）

52 30代 女性

２Fの展示のアピールを１Fでもっとパッと見やすくすると、行きやすいと思

う。せっかく良い展示をしていても気づかず期間が過ぎていた、ということが

あったので。本を返す＆借りる際の、エントランス部分が狭くて、手間がかか

る。もう少し広くしてほしいです。PCの検索コーナーですが、わざわざイスに

こしかけるのが大変＆通行する人の邪魔になってしまい、いつも申し訳なく感じ

るので、検索PCを立って利用できるようにしてほしい。（足の不自由な方のた

めにイスも必要かと思いますが・・）色々と注文してしまいましたが、職員の皆

様にはいつも感謝しております。子どもの読みたい本が書庫にあったりすること

が多く、いつもすぐ取りに行って下さったり、イメージの本を問い合わせると、

「こんな本がありますよ」と親切に教えて下さったり。ありがとうございます！

53 70代以上 男性

図書館のイメージ、機能が時代とともに進展していると思う。現状の図書館の構

造上職員がいろいろ努力しても対応は無理となっていると感ずる。「旧合同庁舎

跡地への図書館を」の問題提起があるようだが、思い切ったレイアウトを構想す

る上でも、一考に値すると思う。分館機能―高齢者等のアクセスを容易にすると

いう意味から―とその充実、適切な配置が必要となっているのでは…。職員の対

応は親切丁寧やわらかくて好感を持っている。ただ、マニュアル的で、利用者に

もう一歩踏み込んだ会話ができずにいるのではないか・・・と思うのですが、い

かがなものか・・・。コロナのせいもあるのかな…。

57 50代 男性 新図書館建設を希望します。

61 30代 女性 今のままで満足です。いつも親切にしてくれてありがとうございます。

62 70代以上 女性 いつも同じ本なのか。他の図書館と総入れ替えしてほしい。

64 50代 女性
図書館の建物も、本も新しくしてほしい。いつ行っても同じ本ばかり…って感じ

ることがあります。

65 70代以上 男性 場所移転新築（旧合庁あと）

66 60代 男性 新築してほしい

72 60代 女性

小学校の読み聞かせをしている都合上、よく利用させてもらっています。沢山あ

る絵本の中から選ぶ楽しさも味わえ嬉しいです。唯、学年ごとに並んでいるとさ

らに選びやすいのかな～と感じています。よろしくお願いします。

74 60代 女性
借りている本の延長をインターネット上でできるとありがたいです。（もちろん

次の予約待ちの方がいらっしゃらない場合）



76 50代 女性

椅子が少ないので、増やしてほしいです（高齢者利用時疲れます）。冷房が効き

すぎる。エコ冷房にした方がよいのでは・・？新聞購読する際、ずーっと一人占

めして返さない年配者がいるので、例えば15分間みたら一旦戻すように張り紙を

するなどしてほしいです。インターネット使用が2階となり、静かでいいのです

が気軽に利用できなくなった気がします。

77 60代 女性

通路に椅子があるのは良いと思いますが、ちょうどその前に本がある時、どうし

てもその座っている方に「おしり」を向けてしまうので、早々切り上げて見つけ

ず帰る時があります。イスの向きを窓側を向くようにして座れるようなことが

出来ないでしょうか。

83 60代 無回答

アンケート実施ありがとうございます。結果の公表お願いします。皆さんの意見

も知りたいので。貸していただけるだけでありがたいとおもっています。特に意

見はありません。

86 60代 女性

まずは建物を新しくしてほしい。震災後は県内どの市でも図書館がキレイにな

り、うらやましい限り。本もかなり古いモノ。ボロボロの本は処分してほしい。

これだけの人口の町で、こんなに古くてキタない図書館は珍しいと思います。さ

らに、ゆっくり座って本を読める場所も少ない。少し遠いけれど、東松島市の図

書館へは良く通っています。でも、新刊のリクエストにはすぐ応えてもらい、対

応にはとても感謝しています。

88 70代以上 無回答
人気の本は手あかがついていて汚いので借りるのがちょっと。でも読みたい。例

えば池井戸潤など・・・。

89 30代 女性 建物が古く、窓際などの図書が日焼けしてしまうのが気になる。

90 70代以上 女性
母校の跡地なのでこのままずっとこの状態がいいです。ここに来るとホッとしま

す。

91 30代 女性

子ども（小学生）にもこのアンケートを実施しているようですが、言葉がむずか

しく読めない漢字もあるので、そういった点を考慮した方が良いかと思います。

建物が古めなのはとても良いことなのですが、全体的に古さ、書籍も古く感じる

ので、何か工夫すると良いと思います。7月末に東京から転居してきて、これま

で何度か借りました。東松島市図書館にも行き、借りやすい雰囲気、借りやすい

工夫（子どもにはシール集め）、棚の高さが低めなどがあります。できることで

きないことあると思いますが、ぜひ借りやすいようにしてほしい。

92 50代 女性

本を探す時あいうえお順に並んでいるが、案内版が小さすぎて分かりにくい。

１．図書館が古すぎる。鰐山跡地の利用についての話を聞いたことがあるので市

に予算があれば新築移転できればと思います。カフェやキッズルームを併設し親

子で気がねなく本を探しその場で読めたらもっと子供達が本を好きになると思い

ます。２．旧門脇中学校を図書館として再利用できないでしょうか？



94 70代以上 男性

老朽化、手狭になっているのは否めません。ただ石巻市立図書館には伝統の重み

があり、近隣の図書館にリファレンスサービスで聞くと、そういったのは石巻市

のほうで～と案内されたことがあります。昨秋の開館１４０周年の”環海異聞”や

ポプラ社の千葉社長のことなどは企画展で初めて知りました。案として、今の図

書館敷地で3～4階ぐらいの建物へ改築リニューアルして、整備していくように

願っています。

95 30代 女性

新しい本が少ないイメージがあります。探しに行っても、欲しい本、資料がなく

て結局本屋さんで購入することが多いです。受付などの職員の皆さんは親切で丁

寧に対応して下さいます。だけど、場所もありますが、あんまり新しいものもな

いしなーというイメージなので、あまり足を運ばない状態です。せっかく市役所

が駅前なのに、図書館が山の上なのはなんかもったいないなと思っています。

96 70代以上 男性

前の検温器は感度が悪く不愉快でしたが、このたび新設頂き感謝。相互貸借サー

ビスは大変無駄のないよいシステムだと思う。予算不足にならないようにしてほ

しい。希望図書購入申込みを受付けているのですか？

98 60代 男性

私の知的レベルが低いためかもしれないが、一般人が読むのかと思うような専門

書やシリーズ物が新刊コーナーに並んでいると税金の無駄使いでは…と思うこと

がある。特に目的が有って専門書を揃えるのであれば「ネライ」と「コメント」

で表示するとか「企画コーナー」を設けるとか…一般人に納得できる心配りが

あったらと思います。

103 60代 女性 利用者のマナーが悪い（本が折ってあったり、ラインが引いてあったり等）

104 30代 女性

最近、行く度に感じるのがスタッフの方々の声が少し大きいと思う。業務につい

て話しているのだろうけど、笑い声や会話がたまに耳障りになる。もう少し声の

トーンを押さえるか少し意識してほしい。河北や東松島市の図書館へも行くが、

こちら程うるさくなどない。本をもっと入れ替えしてほしい。古い内容の本（特

に書道などのコーナー）が多いので新しめの本を入れてほしい。雑誌もファッ

ション系のもっと若い人向けのなども入れてほしい。FUDGEやシェルター、

LDKBudyなど入れてほしい。

105 18歳～29歳 女性

規模上、仕方ないことだけど、本棚と本棚の間が狭くて、ちょっと窮屈。本、同

じ物ばかりであきる。もっと変えてほしい。名作コーナーとか、定期的に題を変

えながら司書さんおススメの本をピックアップしてコーナー作ってほしい！！自

分があまり手に取らなかった本とかに出会えそうだから！！

108 70代以上 男性 移転のうわさは本当でしょうか。

109 50代 女性

小説等の連載もので続きがある本は、リクエストしなくても発行されたら購入し

てほしいです。（最終巻までそろえてほしい）たくさんあって大変だとは思うの

ですが、できれば連載ものは前後の巻をそろえて、並べてもらえると気持ちが良

いです。多くの資料の管理はとても大変なことだと思います。利用する側も大切

にあつかうよう心掛けますので、よろしくお願いします。

110 70代以上 女性
図書館に改善というより、図書館の立地、交通の利便性等、広い図書館希望した

い。

113 50代 女性 消毒液がベタベタする。トイレにハンドソープがあるのでありがたいです。



114 70代以上 女性 羽黒の山のふところにだかれて存在する、当図書館の移転には絶対反対で～す☆

115 40代 女性
日焼けした背表紙の文字が読めない本がたまにある。メンテナンスをおこなって

ほしい。破れている本がよくある。こちらもメンテナンスしてほしい。

117 70代以上 女性
展示スペースなどは、今の建物では限りがあるので、このままでよいと思いま

す。

120 50代 無回答 水曜日の夜間延長は続けていただきたいです。

121 70代以上 女性

貸し出しや返却のとき「くつマーク」の印のところに立っているが、職員が後向

きになっていて気づかず、待っていることがあるので誰か一人でも前を向いて

「どうぞ」と言ってほしい。

123 50代 男性 今のままでも満足ですが、新しい本が増えれば、それに越した事はない。

124 30代 無回答 子供が本を読めるスペースをもっと広くして欲しい。

128 70代以上 女性
とにかくせまい！ので本の数も少なすぎ、他の市町の様に運用のし方がいろいろ

あるのだから、大きく立派にしてほしい。

132 50代 男性

もう少し、古い本を長く図書館に置いて下さると嬉しいです。古書店の数も減っ

ており、ネット等で購入するまででないが、読んでみたい（みたかった）という

本がかなりあります。

136 70代以上 男性 返却予定日の延長を簡素化できると、いいのですが。

139 60代 男性 施設の建て替え

141 40代 男性

図書館を新しい建物に…。蔵書を増やしてほしい…（雑誌も含めて）。人気作家

の新作を入れて欲しい（分館にはあるが、本館にないもの等）←リクエストすれ

ばいれてくれますか？。小さくても子どもが自転車で行けるところに分館を各地

域につくっていただけると理想。…行政か。

142 40代 女性

子どもが自転車で行ける距離に、各地にあるといいです。石巻は児童館もらいつ

しかなく、小さくていいので、図書館＆児童館がほしいです。多賀城図書館のよ

うに、民間企業と一緒に運営したり、観光地のひとつになるような図書館にして

ほしい。マンガの街というわりには、図書館にマンガがない…。

143 60代 女性
建物は古くても、愛着がある図書館です。移転しないで羽黒山のふもとでぜひ続

けてほしいです。

147 40代 男性

貸し出しをあと1週（2週のところを）3週間にしてほしい。貸し出しの終った本

が、帰って来てまたすぐに借りれるようにしてほしい。（ツタヤのＣＤレンタル

も借り終えた後、すぐまた借りられないもの）次の日になったらすぐ貸し出しＯ

Ｋにしてほしい。

149 70代以上 女性
私の思い出深い場所にあるこの図書館が、長くこの地にありますことを願ってい

ます。

150 40代 男性

①建物を新しくしてほしい。②自習室を広くしてほしい。③おすすめやポップ表

示などがあると良い。④コーヒーを飲みながら読める場所がほしい。⑤小学生、

中学生向けコーナーがほしい。

151 60代 女性
新着案内はパソコンで見られますが、もっと簡単に見ることができたら良い。ま

た、おすすめの本などがあると迷った時など借りやすい。

155 40代 男性 水曜日以外も19：00まで開館して欲しいです。

157 70代以上 女性 実用書とか、もっとわかりやすい配列にして欲しい。



159 60代 男性

震災後、大崎氏古川で避難生活8年余り。今は大変すてきな図書館に生れ変わり

ましたが、駐車するのも苦労なほどの大盛況でしたが、前の古びた旧図書館もそ

れなりに味がありましたよ。多賀城の図書館もすばらしいけれど、何となく入り

ずらいかな。石巻にふさわしい図書館（新）あってもいいと思います。スタッフ

の対応はいつも親切です。ありがとう、ご苦労様です。

160 40代 男性
検索機などは「貸出可」になっているが、何らかの理由で貸しだしできない場合

のＰＣ上での表示。蔵書はあるが貸せないことを明示してほしい。

161 30代 女性

いつも子どもと一緒にお世話になっております。子どもの絵本の内容が分かると

嬉しいです。（悲しい話、楽しい話等）娘が表紙にひかれて借りた本が悲しい内

容で、その後しばらくずっと泣いていました。私も知らなかったので、娘に読ん

であげながら泣いてしまいました。そういう体験も大切なのでしょうが、３・４

歳向けの絵本置き場にあったので、少し早いかなと思いました。どんな話かな、

とワクワクしながら読むのが良いのでしょうが、あまりに悲しかったり切なかっ

たりするお話は、未就学児に読むときはこちらもケアできるようにしたいので、

ご検討よろしくお願いします。

163 50代 女性 雑誌のコーナーが平置きで、さがしにくい箇所があります。

165 60代 男性

相互貸借サービスはすばらしい事だと思います。1Ｆ受付での本の借りたり、返

却したりする際の対応（作業）は素早く、スムーズです。それに対し、2Ｆでの

対応はきわめてアナログ、かつスローモーションな印象があります。返却時に、

予約票を1枚ずつ捜す作業はスムーズとは言えません。せめて、利用者名あるい

は書籍名ごとに事前に整理しておいたなら、作業時間は短くなり、少しはスムー

ズに対応できるのではないでしょうか。石巻市図書館所蔵の書籍は図書館のホー

ムページ上より予約可能です。他の（全国の）図書館とも同様になれば理想的で

あると思います。せめて「宮城県内図書館総合目録」になる書籍についても同様

（オンラインで予約等可能）になる事を切望致します。そうなると2Ｆ受付での

アナログな作業もなくなるのでしょうか…。以上、宜しくご検討の程お願い致し

ます。

166 60代 女性

がんに関する冊子が最新のものがない。科学的根拠に基づいたがんの冊子を、図

書館にも置いてほしい。国立がんセンターの各がん種の冊子を置いて頂くこと

で、正しい知識を得られる場を行政でも工夫してほしい。古い本もあり、手にと

るのを少しためらうことがある。

167 70代以上 男性

当館は当初から建物自体、無性格で今日に至る。コロナ換気、社会的環境対策の

設備の遅滞、他市の図書館がうらやましい。ゆったりとして気持ちがよい。当館

は内部は全てにおいて余裕がない。動線は曖昧で窮屈、避難も容易でない。1階2

階の関連に一貫性なく、2階は何なのか、上るのにこの足を踏みがちな人も見受

ける。小さな空間でよい、図書館が持つ落ちつける一画が1階部分に欲しい。こ

れによって他に不便が出表れても。ある中学生がこの図書館は図書「室」だ…、

この鋭いコメントには問題点を指摘しているような気がした。（子供が来る図書

館は楽しいからです、そのような館には大人も行きます）



168 40代 女性
紙しばいを増やしてほしいです。図鑑も新しくして頂けると…、次々に新しくな

るので難しいかと思いますが。

170 40代 女性
チコちゃんに叱られる！、まめきちまめこニートの日常、こまちとタビの本を置

いてほしい。

172 18歳～29歳 女性
セルフ貸出機があると嬉しい。蛇田公民館に常時返却ができるような返却ボック

スがあると貸出しやすくなる。ビジネスフェアの棚があると嬉しい。

176 50代 男性 自分でコピーできるよう有料のコピー機を設置してほしい。

177 70代以上 男性 （改善点は特に）なし。現状で十分対応してもらってます！！

178 40代 女性
たまに、本に小さい虫がいます。仕方ないんだとは思うんですが、どうにもなら

ないのでしょうか…。（1冊に何匹もいる時もあるので）

180 70代以上 女性
気軽にすわって読書ができる空間がほしい。ちょっと飲んだりできるテーブルが

あると、ぐっと楽しくなると思う。

182 50代 男性

陽の当たるポカポカした雰囲気はよいのですが、図書の背表紙が日焼けしている

のは、本がかわいそうです。何か工夫できませんか？（陽当たりはそのままに、

書架の本を日焼けさせない方法～、他の図書館も参考にして）。ハードカバーに

「力」を入れてるのはわかりましたが、家で本を読む人だけでは無いので（持ち

運びのできる…通勤など）文庫の充実をお願いします。文庫書きおろしというの

もありますし、「名作」「古典」は文庫が多いです。※転勤族より。アンケート

（利用者の声（意思）を求める）取り組みは好感が持てます。これからもよろし

くお願いします。

185 18歳～29歳 女性
トイレが新しくなり気持ち良く利用できるようになったので、他の部分も新しく

なると利用してくれる人も増えるのかなと思いました。

188 40代 無回答
スタッフの方が、いつも親切でていねいでとても助かっています。いつもありが

とうございます。

191 50代 女性

夏の冷房が弱すぎる。もう少し快適に読書ができるよう設定温度を下げてほし

い。館内でゆっくり読みたいので、椅子、ソファを増やしてほしい。でも今の施

設では無理があると思うので、図書館の新設を望みます。市民が行きやすいイオ

ン近くの蛇田方面等いかがでしょうか。図書館の充実は市民の文化的な生活の向

上にもつながると思います。きれいな新しい本を増やしてほしい。土日は９時開

館にしてほしい。

197 50代 女性

今更言ってもしかたのないことですが、なぜマキアートに図書館が入らなかった

のか、本当に本当に残念でなりません。図書館のスタッフの皆さんはいろいろ工

夫してくださっていると思いますが建物や広さ、立地などはなんともならないと

思います。

198 70代以上 男性
CD設置棚、物語を巻又は作者別にまとめると探しやすい。雑誌、照明を少し明

るくすると探しやすいのでは。

205 70代以上 女性
４月～９月夏時間として、１時間か３０分位冬時間より開けてほしいです。例え

ば、9:30～開店。10月～3月冬時間として例えば10時～開店。

206 60代 女性

建物も古いせいか、全体的に暗いイメージがあります。以前よりかなり良くなり

ましたが、司書さん（一部）の優しさが足りないと感じます。いつも入り口に新

聞を見ている人の場所を通路にしているのが入りずらい。探し物をしてる方が一

生懸命に寄り添ってる司書さんがいて好感が持てました。



207 70代以上 男性

私は時代小説（文庫）が好きなのですが、少し本館は蔵書が少ないようです。別

に在るのであれば表に出して頂きたいし、無であれば少し増やして頂きたい。書

棚があの場所だけでは、あまりに少ない。（要検討願います）

208 70代以上 男性

何度かコロナ感染対策での体温装置器（自動）の導入を望んできました。漸く整

い（ありがとうございます）もう少し敏速に動いてもらいたいと思います。他図

書館に比べて遅れているとー。本（著者毎）が乱雑に置いてあり整理整頓をお願

いします。貸出期間を2週間から3週間以上にしてほしい（コロナ下）他図書館は

している。

210 70代以上 男性
他県、他市に比較して設備がボロいです。新しい図書館つくって下さい。(司書

さんは親切です）（ゆったり出来るように）

211 70代以上 女性
文庫本の棚を設けてほしい。若い時は岩波、新潮、角川、とか色々あった気がし

ますが今は何処に陳列されているかわからないので自分で選べない。

214 18歳～29歳 女性 資格講座の書籍を増やして欲しい。

215 60代 女性

充分に利用させていただいています。親切に対応していただいています。本棚に

分類されている全体の案内ボード等があれば探しやすくなるかと思われます。

（みつけれらないだけであったらごめんなさい）

216 50代 女性

んー。定休日に自分の休みが重なるので、できれば年中無休。19時位まであいて

いれば便利なのになあと思うことはあります。とはいえ、人生を豊かにして頂

き、この図書館と出会えた事に感謝しております。ありがとうございます。

218 70代以上 男性 新しい図書館を建設しては

219 50代 女性
今は1週間に1回水曜日が夜7時まで開いているが週に2回くらい開いていると良

いです。

220 60代 女性

本の案内図、その棚に置いてある案内板、例とかあると思いがけない本に出会え

たりする。こんな所においてあったんだと思う事がよくある。端っこの棚は、何

がおいてあるのかよくわからない。

221 60代 女性
石巻市図書館で並んでいる本は古くて汚い物が多く感じます。借りて読みたいと

思っても躊躇してしまいます。新しいものと買い替えて欲しいです。

222 70代以上 女性 カフェがあったらイイナ！

223 40代 女性

高校時代は友人とよく２階へ勉強するために通いました。短大時代は司書過程を

学び、小さい引き出しに入った目録など勉強したものですが、いまとなっては若

かりし頃の良き思い出です。現在は息子の為絵本を中心によく通っていますが、

建物は３０年前とほとんど変わらず、通うたび青春時代に戻ったようで嬉しくな

ります。古くなりましたね。いつか、新しい図書館に生まれ変わる日が来ること

を楽しみに、また今日も息子に読み聞かせしようと思います。※ようやく、図書

検索で表示されている棚の記号の通り探すことができるようになりました。でも

まだ暗号のようなもの（？）がありますので、探す方法を大きく表示してもらえ

るといいのかなと思います。

224 50代 女性 ネットで予約ができて助かります。リクエストもできるとうれしいです。

225 70代以上 男性 本棚の一番下の段は見にくいので、カサ上げしてほしい

226 50代 男性

本の展示の仕方（見せ方）に工夫が見られて努力が伺えます。建物の古さは企画

でカバーすることで補えるのでは・・・。昭和レトロがブームの時代ですから、

古さを逆手にとって取り組んで下さい。

228 70代以上 女性

無理だと思いますが、駅前から図書館行きのバスがあればいい。（高齢だと自家

用車もダメ自転車も坂道でムリ、タクシーは往復4千円？）13万市民の図書館に

しては何ともおそまつすぎます。



229 60代 男性

一般用の本を読むスペースが狭いのでもっと広くしてほしい。希望の新刊を読め

るようにお願いします。高台にあり、もっと利用しやすい場所にあればいい。歩

いていければいいけど。清掃が行き届いている。応対が親切でいい。クーラーが

あまり効いていない時があり暑かった。

231 50代 女性 除菌BOXの所に本や荷物を置く台がると助かります。

233 60代 男性
早く新しい図書館を作ってほしい。（切に望む！）図書館のお手伝いを少しでも

したいと思っています。ボランティアの募集を通年で行ってもらうといいです。

236 60代 男性
予約の進捗がわかる（自分の予約の確認ができる個人のページ等）、ネット検索

のスピードアップ

238 40代 女性

現在の図書館が建造されて半世紀以上が経過しており、老朽化が目立ち利用者と

して使いづらいと感じられることが多々ある。多額の予算・人員を必要とする計

画となることは承知しているが、是非改築ではなく抜本的な新築を検討していた

だきたい。

239 30代 女性

通路の幅等の問題もありますが、本をのせられるカートのような物があると助か

ります。（乳児をのせられるとなお良し）たたみ、マットなどの子供がおすわり

やねころびながら本を見れると楽です（乳児）

240 60代 女性

リクエスト等諸手続きの簡素化をお願いしたい。窓口が３あると思いますがいつ

もどの窓口に行けばいいのか一瞬悩んでしまうのですが・・・。やはりわかりや

すい配置をお願いしたい。作家のあいうもわかりにくいように思うのです

が・・・

243 60代 男性 活字の大きな図書をもっと増やして欲しい。

244 30代 女性 駐車場

247 40代 男性

自分は何か特定の書物を探しに行くというのではなく、館へ足を向けたときに目

についた本をお借りするというだけですので、特に要望はありません。常に感謝

だけです。どのような形であれ末永く存続していただきたいと思います。

248 70代以上 男性 ゆったりと広いサロン風がよい

254 50代 女性 特にないです。いつも親切な対応ありがとうございます。

259 70代以上 女性

二週間が限度では、複数借りた場合読み切れないことが多いです。順次返却でき

るように平地（寒い時期は特に）に返却ポストがあれば助かります。貸出期限を

1か月に伸ばしていただくとより安心します。助かります。

260 60代 男性 広い読書室があればいいと思う。

262 50代 女性 職員の方に声を掛けずらい。職員さんに笑顔が足りない。

263 70代以上 女性 一階に椅子を増やしてほしい。

264 50代 女性 図書館が開く時間を早くしてほしい。できれば9時くらいがよい。

265 60代 女性

相互貸借サービスを1階でもして欲しい。予約した際、（本が来た）電話が来る

が、仕事で出れないし、折り返しのTELも難しいので、何とか改善して欲しい。

（1日に何軒も入っている）SNS、ショートメールにして欲しい。（ラインにな

りメールをしていない）古くなっているので、そろそろ建て直した方が良い。

266 60代 女性
実施しているサービスをもっとわかりやすいように（使いやすいように）展示な

どでも教えて欲しい。もっと利用しやすいところにあればいいのですが。

267 30代 女性
１Fにも座れる場所がもっとあると良い。子供が小さいと本を持ちながら選ぶの

が大変なので、本を入れるカゴや置く場所があるといい。

269 30代 女性

本屋さんのようにシリーズで出ている本はまとめて置いて紹介コーナーのように

してほしい。おしりたんていやヨシタケシンスケシリーズなど、あちこちにおい

てあり探すのが大変。



273 50代 女性

閉館時刻が（水）のようになれば、仕事帰りにも立ち寄れると思います。（働き

方改革に逆行していますが）明るいイメージのもてる建物になるといいです。対

応はいつもていねいにしていただいていると思います。

275 30代 男性 利用頻度が高くないため、満足しております。いつもありがとうございます。

276 30代 女性

行き来しやすい所への移転や、もっと多くの分館があるとうれしい。場所がどう

しても気軽に行ける所でないで、ちかくに分館でもあればもっと本を借りたり読

んだりしやすいのになあと感じる。また、子どもスペースがあまり充実していな

いので、連れていくことに抵抗を感じてしまう。（※未就園児の場合）

277 40代 男性 場所の移転を検討していただきたいです。

278 60代 男性

蔵書量が圧倒的に少ないように思います。検索してもヒットしない、あるいは他

図書館取り寄せになってしまうなど、以前から少し気になってました。推察です

が、あてにしていない市民が多いのではないかと思います。より多くの人が立ち

寄りたい、利用したいと思えるような環境作りが大切だと思います。もう少し予

算をかけるべきかと。

280 70代以上 男性
今70才台です。生きている間に新しい図書館を利用したいです。全国でも一番古

くて、せまくて、きたない図書館です。早く新しい図書館を建設して下さい。

281 18歳～29歳 女性

建物自体を新しくして欲しい。坂道ではなく、平地にすると助かるのでは。図書

館はその町（市）の“顔”となる。→移住者も増えているし。駐車場がせまい。図

書館大好きなのでより良い石巻の顔になるよう応援しています！

287 60代 女性
痛み、汚れのある本は買い替えて欲しいです。（予算もあるでしょう

が・・・。）

291 40代 男性
返却ポストの増設（例）イオン石巻、あゆみの駅、ミヤコーバス石巻、ヨークベ

ニマル鹿妻等。返却の心配が無くなれば借りる人も増えると思います。

294 60代 女性 新刊図書がすぐわかるように展示してほしい

295 30代 女性

図書館のわかりやすい場所に時計が置いてあると助かります。砂利の駐車場のヒ

モ？がわかりやすいと駐車しやすいかと思います。本を選ぶとき、カゴを持ちな

がら子どもたちを見て本を選ぶのが大変なので、子どもが読むときに使用する

テーブルの他に、カゴを置いても大丈夫な所があると助かります。（子ども用の

カゴorバッグがあれば、子どもも自分で本を持ってくれる…かも。）図書館のお

かげで本を読む事が好きになってくれて、子どもたちも自分で好きな本を選べて

楽しい場所となっています。これからも、たくさん本を見て、本を読んであげ

て、たくさん学んでいけたらと思います。いつも借りたい本、オススメの本を一

緒に探してくれてありがとうございます。

296 18歳～29歳 女性
アンケートの中で図書館のイメージについての選択肢が選びづらいです。もう少

し具体的か、自由記入にしてもらえると書きやすいです。

298 60代 男性 改善点は特にありません。毎回楽しみに行っています。

299 60代 女性 新しい本が少ない。

300 70代以上 女性

汚れのある本が多く気持ちが悪いです。特に「汚れあり」と表示してあるものは

出さないでほしい（係の方が気付いているのですから（汚れがあることを）。）

図書館はその自治体の文化度を示すものと考えています。市として、もっと大き

く、もっと新しく、もっと人々が集まる近代的な図書館を作ってほしいといつも

考えています。市に要望してください。

309 40代 女性 夏休みの期間だけでも9時開館だと、小学生の利用が増えるのでは…。



310 40代 女性

いつもお世話になっております。今から○○年前、こども達が小さい時、絵本を

借りに頻繁におじゃましていました。たくさんの絵本の中から、自分の読みたい

絵本を選んでいるところが嬉しそうでした。改善してほしい所は特にありませ

ん。今はやりのオシャレな図書館とは一味も二味も違う、昔ながらのクラシカル

な石巻の図書館が好きです。いつもありがとうございます。お疲れ様です。

314 50代 女性

本棚の下にほこりがたまっていて汚いです。職員の方やボランティアの方が親切

でなく嫌な思いをすることがあります。いい本を見つけたいとゆっくり見ている

のに前に立ちはだかられる事や返却されてきた本コーナーをさっさと片づけてし

まう事です。そんなに急ぎの仕事でしょうか。服装もラフすぎてびっくりしたこ

とがあります。場所が不便です。蛇田支所で少し借りたいです。（返却も）大半

の職員の方は親切できちんとしている方も多いですが、その中で、の感想です。

315 50代 女性

今後、大規模な改修などの予定があれば…コーヒーショップが併設されていて…

コーヒー飲みながらゆっくり読書が出来るとか…あこがれます～♪リクエストし

ないと自分が読みたいと思う新書に中々お目にかかれない印象がある。

317 40代 女性

2週間で借りた本が読み終わらない時に、一旦返却にうかがって再貸出いただい

ていますが、借りる期間の延期対応を電話等でしていただけるようになるとあり

がたいです。ｺｰﾋｰ（ドリンク）が飲めるカフェなどがあると嬉しいです。キッチ

ンカーとか、屋外でもいいと思うのですが。庭木の手入れをもう少し増やす

（？）とステキになると思います。

320 50代 男性
古い図書を保管する新しい書庫があってもいいと思う。企画の総合体育館の移設

を前提としその跡地に図書館を新設し、保管量を増やすようにしたらどうか？

321 30代 女性

20年以上前、私の同級生が図書館のリクエストで大量のBL本をリクエストした

と、そしてそれが採用されたと意気揚々と言っていたが、ドン引きした。今回の

ようにアンケートをとったとしても、あまりにも受け入れがたい内容であれば、

きっちりと却下してほしい。正直アンケート内容通りのことが行われることが図

書館にとってプラスになるかわからない。中里方面に徒歩で出掛けるのに、コロ

ナのこともありまとめて外出しようとすると本を持ち歩いて行かなくてはならな

くなるので、借りた本をあずかってもらえると大変助かりますが、ムリなら大丈

夫です。窓際の本が日焼けし放題になっていてビックリする。県図書館から相互

貸借サービスを利用したら返却日の念押しが凄かった。県の人は怖いのかと思っ

た（笑）

323 60代 男性

読書室でパソコン等の使用や重電に電源コンセントを利用して、職員の方から利

用できない旨を指摘される場面を時々見かけます。利用できない旨の表示や通常

利用できないように工夫できないものでしょうか。（気になりましたので）

324 30代 女性
絵本コーナーの並びが複雑なので簡素にしてほしい。（出版社区切りとシリーズ

区切りが混在している）



325 60代 女性

雑誌「婦人公論」「暮らしの手帳」など、新刊が一冊だけで、なかなか読めない

ので複数冊購入して頂き、２年前の本は情報として古いので処分してほしい。い

つも読んでいるジャンルがあり、自分だけの情報をAI化し、私に合った本や、違

う本でも個人的に勧めてくれるシステムがあるとうれしい。（本のコンシェル

ジュ）１０時開始はちょっと遅いと思う。自由に本が読めるスペースを明るく、

広くしてほしい。駐車場が狭い。

326 40代 女性

読みたい（話題になっている）育児書がない。「今まで発行されている絵本はす

べて購入していることが図書館のじまんです」と司書さんが子育て支援センター

でお話されていたが、ない絵本が数多くありがっかりしている。子どもが図書館

で読める場所を作ってほしい。本が探しやすいようにスーパーみたいに天井から

小説、絵本ｔ１～５などの看板が欲しい。

328 60代 女性

改善して欲しい事はありません。週に2・3回利用させていただいています。あり

がとうございます。企画展は良く足を運びますが、知識を得たり広げるのに役

立っています。一階での催しだとさらに皆さんの目にとまるのではと思います。

職員の方にはいつも丁寧に対応していただいています。※学生さんも地域の人も

利用しやすいので、この場所から移転しないで欲しいです。

329 60代 女性

お願いがあります。自分が読んだ本の記録帳みたいなものがあるといいなと思っ

ていましたら、テレビで銀行の通帳みたいなものに借りた本・借りた日付、返却

日が記入されているものがあれば読んだ本が分かるのでいいなと思いましたので

石巻でも読書手帖みたいな物を作ってもらえたらと思います。

331 70代以上 男性
交通アクセス・立地。市民利用に着目しただけでも基本的欠落は多々明らか。時

代に即した側も内容も欲してなりません。

335 18歳～29歳 女性

いつもお世話になっております。スペースが限られているとは思いますが、本を

袋に詰めることができる台を設置して欲しいです。毎回何冊も借りるのでいつも

は入り口左の机を利用していますが、先に他の人が机を使っていると利用しにく

く、右側の小さな机を利用しています。改善よろしくお願いします。

337 60代 男性

函館や平の図書館ほど立派なものはいりませんが、せめてもう少し広い図書館と

駐車場が欲しい。他の図書館では書棚の脇に椅子があり、座って読むことができ

る。石巻も少しあるが、なにしろ全体の面積が狭いので、不便に感じる。

339 40代 女性

このアンケート結果を集計したものを掲示して欲しい。他の人がどう思っている

のか、そして、いろんな人の意見がどんな形で今後に反映されていくのか見てい

たいです。

343 60代 無回答

色々なイベントがあることをこのアンケートで知りました。ありがとうございま

す。仕事を退職してから、利用するようになりました。予算の関係もあるかとは

思いますが、新しい本をもっと入れてほしいです。可愛い折り紙も良いですね。

いつも楽しみにしています。

344 70代以上 女性

宮城県第２の市のわりに図書館の建物が古く狭いです。もう少し近代的に明る

く、読書スペースも広く…！文化施設が充実することで住みたいと思える市を…

それも市内に作ってください。



346 30代 女性

トイレをもう少し使いやすくしてほしい。お子さん連れの方も多いため、もう少

し広く、洋式を増やしてほしい。新刊をもっと入れてほしい。返却用のブックポ

ストも、雑誌や痛みやすい資料は入れられないため、そういう資料専用のブック

ポストを作ってほしい。


