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〈利用者について〉

図書館利用者アンケート

実施期間 令和4年1月29日（土）～令和4年2月27日（日）

配布部数 500部

回収部数 336部

回収率 67％
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資料(図書・雑誌・DVD・CD)

〈図書館の満足度について〉

〈図書館の利用について〉

(その他)

・上映会

・施設で高齢者に紙芝居を読む

（その他）

・友人の紹介

（不満） ・DVD

１．小説（新刊・歴史・推理・ファンタジー・海外・ラノベ・短編 等）

２．話題書・ベストセラー

３．社会科学（歴史・ビジネス・地域問題・時事 等）

４．児童書（絵本・紙芝居・知識・マンガ・ミステリー 等）

５．趣味（旅行・登山・手芸 等）

６．自然科学（天文学・化学工学・植物 等）

７．医学（精神疾患・健康 等）

８．心理学（精神分析・自己啓発・スピリチュアル 等）

９．育児（食育・知育 等）

１０．料理

11．コンピュータ関係（名著・パソコン）

１２．スポーツ・運動

１３．芸術（音楽・写真集 等）

１４．雑誌

１５．その他（介護・哲学・公害・防災・洋書・名作・脚本・伝記・

ノンフィクション・語学・エッセイ・マンガ・マナー・

大活字・暮らし・薬草・シリーズ・文庫 等）



3-（3） 3-（4）

3-（5） 3-（6）

3-（7） 3-（8）

94

41

7

4

176

0 50 100 150 200

満足

やや満足

やや不満

不満

利用したことがない

相互貸借

106

65

6

2

149

0 20 40 60 80 100 120 140 160

満足

やや満足

やや不満

不満

利用したことがない

調べもの・相談

163

124

10

2

0 50 100 150 200

満足

やや満足

やや不満

不満

特設展示

141

35

8

3

136

0 20 40 60 80 100 120 140 160

満足

やや満足

やや不満

不満

利用したことがない

読書通帳

87

66

23

4

142

0 20 40 60 80 100 120 140 160

満足

やや満足

やや不満

不満

利用したことがない

検索・パソコン

74

47

18

4

174

0 50 100 150 200

満足

やや満足

やや不満

不満

利用したことがない

図書予約

(不満）

・何のテーマかがみえにくい

(利用したことがない）

・大人にはあまり必要ない



3-（9） 3-（10）

3-（11）

3-（12） 3-（13）

107

69

4

0

0 20 40 60 80 100 120

満足

やや満足

やや不満

不満

障がい者対応

216

84

10

1

0 50 100 150 200 250

満足

やや満足

やや不満

不満

マナー

41

19

4

5

245

0 50 100 150 200 250 300

満足

やや満足

やや不満

不満

利用したことがない

電子書籍

186

76

38

28

0 50 100 150 200

満足

やや満

足

やや不

満

不満

開館時間

246

55

17

6

0 50 100 150 200 250 300

満足

やや満足

やや不満

不満

休館日

・わからない (不満）

・うるさい子どもを注意してほしい
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・平日もう少し遅いと仕事帰りに寄れる

・週に何回かもう少し遅いと助かる
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・9:30～
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・日曜日

・臨時休館の知らせがわかりにくい



令和３年度アンケートについて 

               ※なるべく原文に忠実に再現しています。 

 

全体 

★いつも落ち着いた雰囲気で図書館が大好きです。 

★いつも気持ちよく本が借りられるので助かります。館内もきれいでスタッフの対応も良いと思い

ます。これからもよろしく。 

★特にありません。いつも丁寧な対応をありがとうございました。 

★職員の方がいつも丁寧に対応してくださって有難いです。年齢を重ねると人に尋ねにくいこと

もあるので助かります。１０年後、２０年後も親切な図書館であってほしいです。 

★２０年以上、当図書館を利用していますが決して多くない人員（職員）で効率よくてきぱきと事

務処理をされ、人員の少なさを感じさせないことは、素晴らしいことだと感じさせられます。接

遇も２０年前と比較すると、大変よくなっています。人口減少の中、困難な時代になりつつありま

すが市民の知的財産の要として、今後のご発展を祈念しています。 

★皆さんとても丁寧でありがとうございます。 

★子どもたちが２週間に一度、図書館に行くのをとても楽しみにしています。いつもありがとうご

ざいます。 

★子どもが出来てから利用するようになりました。季節ごとのイベントに参加してみたいです。ま

だ０歳なので、よくわかりませんが。ひな人形も美しくて、とてもよかったです。コロナが落ち着

いたら体験型のイベントに参加したいです。 

★利用させていただきありがとうございました。明るく清潔な環境で知りたいことを学習させても

らっています。今後も宜しくお願いします。 

★いつもありがとうございます。新しい本も少しづつ入っていて助かります。今後ともよろしくお願

いします。 

★年をとっての余暇を有意義に過ごすには読書の機会が必要と思い、利用させて頂いています。

蔵書も豊富であり、図書館に行けばなんでも参考が見つかる。（例～園芸、DIY 等）という捉え

方をしており実際に役立たせていただいてもらっています。お世話になります。 

★司書の方々がとても感じが良いです。 

季節の前や飾りも以前に比べ充実しているようです。コロナ禍で大変な中、感染にも留意され

て、これから市民が利用しやすい図書館でありますよう望んでいます。 

★コロナで急に休館になった時、退屈で寂しかったので以降、過剰に手元にストックさせてもらっ

ています。予約状況のチェックなど、なるべく迷惑にならないよう自分なりの配慮はしています

が、期限内に読みきれない冊数を借りることはいつも申し訳なく感じています。 

★図書館から本を借りて読めることが私の日常の大きな喜びです。 



これからも元気な間は読み続けたいと思っています。 

★コロナが流行している為、短時間にしている。イベント参加は、様子を見ながらにします。本は楽

しく読ませていただいております。ありがとうございます。 

★いつも利用させていただき、ありがとうございました。本好きの私にとって、図書館は夢のような

楽しい場所です。佐伯図書館は、空気がのんびり優しく流れていて、とても居心地がよいです。

新年の福袋も今年初めて借りてみましたが、普段自分では選べない（目がいかない）本が入っ

ていて、とても新鮮でした。プレゼントも大変素敵なバッグが入っていて丁度良いバックを欲し

がっていた夫にプレゼントしたら、とても喜んでいました。（ありがとうございます）来年度も是非、

ワクワク楽しい福袋企画をお願いいたします。 

★いつも楽しめるコーナーを作っていただき、ありがとうございます。有難いです。  

○今回表紙・絵と新しい本なので楽しみに「教育」「遠野遥を読んでがっかりした！年代も差があ

るのかもしれないが理解できないし、多様性を認める考え方なのかわからない。 

→がっかりされたのですね。感想を聞かせていただいてありがとうございます。年代に応じた本が

揃うようにさらに努力します。 

○歳のせいで曜日がわからない時、困ります。日付でわかると良いと思います。受付の人の声が

聞き取れないことがあります。ゆっくりしゃべってください。 

→今日の日付・返却日はカウンター前の表示があるので、万一聞き取れない時等はご確認できま

す。 

○歴史など、特に研究が進んで知見が新しくなっていっている部分については、（予算は厳しいと

思いますが）遅れないように新しい本を入れた方が良い気がします。（フィクション作家が先取

りしていることが多いので、そして、その方が読みやすいのでアンテナは張ってもらえると嬉し

いです）→心がけます。 

  

○絵本のある部屋にアルコールを置いてほしいです。 

→承知しました。設置済みです。 

○手作りのしおりがとてもかわいいです。ひとついただきます。ありがとうございました。絵本の読

み聞かせようによく借りますが、県立図書館推薦図書（乳幼児向け）とシールが貼ってあるので、

小学生に読むとき、気になって隠したりします。乳幼児向けと限定しなくてもよいのでは？小学

生でも十分、楽しめる本もたくさんあると思います。 

→県立図書館推薦図書の小学校１，２年生用と３，４年生用が絵本ワールドの方ではなく、児童コ

ーナーに県立図書館推薦図書がおいています。ラベルの貼り方を検討したいと思います。わか

りにくい場合は職員へお尋ねください。もちろん、小学生に幼児向けを読み聞かせたり、絵本を

中学生に読み聞かせたりすることもありますので、その辺は読み手の判断と思います。 

○たくさん借りられて有難く思います。家族分を借りることもあるので、一度にたくさんの量になる

ことがあります。今後も貸し出し数に制限ないといいなと思います。 

○昨年から無くなった大きな図鑑、辞書の類の一日貸し出しサービスを復活してほしいです。 



→３年前に貸し出しを中止しているようです。来館者に辞書を使っていただくというのが本来の形

ではないかとの判断でなくなったと聞いています。 

 

開館時間等 

○９時から開いているともっと便利です。 

○８：３０分とは言いません。せめて９：３０～の開館希望（生活パターンが早いため） 

○開館時間はできれば冬季（１１月～３月）朝、９時から１８時までにしてほしいです。 

→コロナ禍の中で短縮営業になっております。県内一斉に短縮開館時間となっているようです。

消毒作業に１時間かかっています。できるだけ閉館にならないように、努力します。 

○休館日の火曜日は良いですが、祝日の場合は休館日をスライドしてほしい。 

→祝日にご利用したいというお考えですね。開館時間の変更や休館日の変更が来館者にとって

は一番、分かりづらいようです。できるだけ同じ曜日の休館日としたいと思います。検討させて

ください。 

○入口制限があるとき、児童側入り口の出入りの方が雨の時などはよいと感じます。 

→承知しました。駐車場が遠いですから、ずいぶんご不便をおかけしました。 

○コロナ禍なのでこのままずっと１８：００まで開館なのか。 

→県内全体的に短縮時間となっています。その図書館ごとの運営方針もあるかと思いますがコロ

ナの状況を最優先にしています。ご協力に感謝します。 

 

講座 

○高齢者向けの講座を増やしてほしい。 

○佐伯の歴史、佐伯出身に関するお話し、佐伯の地質学、佐伯に起こりうる地震・災害について 

○有名な作家の講演会。 

→コロナ終息後、関東等遠方から呼べるよう努力します 

○今度参加したいことを見つけたいです。 

○以前、中央病院の方の体操教室があったと思いますがまた、行ってほしいです。 

→前年度開催し、内容も充実していましたが毎回参加者が１名でした。公民館などで開催してい

るようです。次年度は、開催予定はありませんが検討します。 

○コロナが終息したら、親子で参加できる本のしおりづくりやその他色々な作成などをしたい。 

○研修会などをしたいがコロナだから難しいですね。 

○イベントや講座は参加したことがなく、わからない。身近な人が参加したことを聞いたことがな

いのできっかけがない。 

○ヨガ講座など体を動かすイベント 子どもが色々と作れるイベント。 

○折り紙教室 



 折り紙が好きです。唯一一つしかできないので）以前、幼児保育の場で折り紙を習ったことがあ

りますが忘れました。 

○短歌、俳句などの作品紹介掲示 

以前も確か、2階で掲示されたことがあるかと思いますが・・・。 

→皆さんのご希望の講座が見えてきました。開催日、講師の関係などで多数は開催できませんが

順次開催していきたいと思います。 

 

上映会 

★コロナ禍で開館していること、嬉しく思います。 

○一度見た作品を友人に紹介しようとしたら上映回数や上映日が限られているので、見ることが

できないこともある。中高生は大分まで映画に行くとお金も時間もかかるので、楽しい名画座

のような企画をしてほしい→前向きに検討します。 

○大人も楽しめるミステリー系の映画があればぜひ見てみたい。職員さんの対応もよく利用しや

すかったです。これからも頑張ってください。 

○映画上映会は楽しみです。が希望日と一致しないことが多いので・・・幅広い時間帯や曜日にな

ると結構楽しめる方もいるのではないかという気もします。 

またおすすめの映画については回数を増やすとか（希望ですが）。 

 

選書関係 

★これからも良い本を蔵書してほしいです。 

★いつも利用させていただいております。読書通帳はとてもよいアイデイアだと思います。いつも

何を読んだか記録しようと思いつつそのままだったのですが、それが残るというのは再読本を

探す時に役立っています。何よりも最後のページの合計金額、＆ページ数でニヤリとしてしまい

ます。イベントや講座、いつも色々とされていて、あまり参加はできていませんが楽しみにして

います。 

今はSNSなど個人で情報を発信する方も多いので、「バズる文章の書き方」や小・中学生相手

の「うける読書感想文の書き方」高校生なら「小論文」etc、インプット、アウトプットできる講座を

聞いてみたいです。（対象は大人でも子供でも垣根なくフリーにして） 

先日の地震、被害は大丈夫だったでしょうか？我が家は食器がほぼ割れて、本も大量雪崩を

起こしました。図書館とは関係ない話で終わってすみません。応援しています。 

★何を読もうかなと思っているときに新着本や話題の本コーナーが役に立ちます。 

★「読書の記録」には、年間読破冊数や既読書の本がわかるので楽しみでもあります。さらに通帳

がいっぱいになると景品がもらえるのでそんな楽しみもあります。 



 

○体、健康のこと、新しい編み物の本、運動の本（古いのが多い） 

→令和４年度の改善事項とします。 

○シリーズものの本が途中で終わっている（特に時代小説） 

○先日、小説を借りようとしたときにぎゅうぎゅうで取り出せなかった。 

→書架整理日を設け対応します。 

○本の並びの順番がバラバラだと感じることが多いです。作者順に五十音順での並びにしてくだ

さい。 

→移動図書館車勤務の者、ボランテイア、職員などで書架整理をしていますが一瞬にして乱れる

ことも多く、こちらの悩みでもあります。引き続き、努力します。 

○絵本も作者順にすべきだと思います。 

→以前、作者順にしていてわかりにくいとの要望で変わったようです。どちらにしても反対の意見

を述べられる方がいますので、悩みます。 

○当然あってよいと思われる本がなくて、豊後大野から取り寄せたのは驚いた。レベルの違いを

感じる残念。 

→どの館も自館にない場合、相互貸借等で借り入れを視野に入れ、購入を検討しています。他の

館にあれば、今後の利用度を考えあえて買わない時もあります。昨年度、職員で豊後大野市の

図書館を見学し、貸し出し返却サービスがすべて自動でできていること、本をすべて新しくして

いる現状をみて、私どもも施設のレベルの違いを感じました。 

 豊後大野市であの建物と蔵書を備えているので、今後どのように図書館が建物も含めて方向

づけられるか、行政判断によります。 

本の選書やお客様の選ばれる本には、それぞれ嗜好や読書年齢があります。地域性を含めて

内容を検討しています。どうしてもあるべき本がないとお感じの場合は、直接窓口に申し込み

をしていただければ幸いです。その節はご不便をおかけしました。 

○読みたい本をリストアップしていきますが、（他の雑誌から）時々そろっていません。 

→できるだけアンテナをはり選書していますが、ご要望にお応えできていないのは心苦しいことで

す。引き続き、努力します。 

○パソコンで検索して本を探すのですがなかなか見つけられないことがあります。位置がもう少し

細かくわかると助かります。また、予約をしていても前の方が返却されていないのか？なかなか

借りることが出来ないのが残念です。 

→人気本は予約者が多く、最大２ケタになることもあります。複数本を購入することも検討します

が、長く予約が入る本だとは限らず複数購入するかどうかは迷います。また、地域の公民館の

図書室は穴場で、こちらでは予約待ちの新刊や人気本を待たずに借りれることもあります。 

○予算の関係もあるかと思いますが新しい本を入れてもらえると嬉しいです。 

○読みたい本がもう少し増えるといいなと思います。 

○フラスコとか試験管が出てくる理科の本が読みたい。 



○司書おすすめの本を増やしてほしい。 

○新刊本をたくさん出してくれるといいかと思います。 

○学問は真実の追及が大事だと考えますが、日本の３～６世紀の国家建設時の歴史学は、皇室

への忖度、朝鮮半島への関わりの回避などにより最も学問から遠い、存在になっていると考え

ます。そういう状況を打破しようとする、勇気ある方々の書物が多く、世に出る日が来てほしい

です。 

○佐伯には海外出身の方がたくさんいらっしゃるかと思います。日本語に不慣れな方とも利用し

やすいように、英語表記を追加するなど、館内ポスターにピクトグラムを使うなどあったらいい

なと思います。日本語が十分でなくても、指差しカードなど利用できれば良いと思います。 

→ピクトグラムや英語表記ですね。あらゆる方々が利用していることを視野に入れていきたいと

思います。 

○新刊の本を！ 

→新刊は毎週土曜日に入れて、話題の本とともに一般カウンター前に置いています。 

○語学、英語の原作の英語オーデイオブック、文学、フランス作家ベルナール、ミニエ著 

「氷結」上下、「死者の雨」上下「夜」 

雑誌、映画情報誌「SCREEN 」出版社（近代映画社） 

→映画情報誌ではキネマ旬報があります。 

○小学生向けの小説を増やしてほしい 

→前向きに改善します。 

○読みたい本が借りられているから同じ本を２，３冊ぐらい増やしてほしい。 

→話題の本もある意味、時の本でもありますし、何冊複数購入するか悩むところです。 

○介護施設で高齢者の喜ぶ昔話や紙芝居をもっと幅広く（たくさんの種類）を入れてほしいです。 

○キャラクターの絵本を増やしてほしい。 

（例）パウパトロール、ポケモン 

→選書係と意見を共有します。 

▲子どものマナーもよくない人もいますが（大声・走りまわる）大人の携帯電話（スマートフォン）の

マナーの悪さが目立ちます。なぜマナーモードor電源を切ることが出来ないのでしょうか。中に

はその場で話し出す人もいて、「自分がどこにいるか」自覚してもらいたいものです。司書さん

たちも大変でしょうが、マナーの悪い人を見かけたら「がつん！」と言ってもらえると心強いです。 

→子どもさんを乗せて本を探せるベビーカーを館内に準備する予定です。予算が下りるのを待つ

予定です。携帯電話の使い方については表示し、あわせて午前・午後各１回ずつ「館内放送」で

マナーの呼びかけを実施しています。きまりが守れない方につきましては、引き続き丁寧に対応

をしていきます。 

 

★どこに何の本があるかわかりやすいのでとても助かります。 

★工夫が見え、活動している空気が伝わる。 



★リクエストに応えていただけるので助かっています。 

 

電子書籍 

○電子書籍の蔵書を充実してほしい 

→ご利用ありがとうございました。電子書籍は中高生の来館率や利用率を向上させるという目的

で導入しましたが、月平均のログイン数が少ない時に４回、多い時に２１回というのが現状でした。

初期投資費用も含め、今後どのように電子書籍の冊数を増やすか、どのようなジャンルにするか

等検討事項が整理されていないと改めて実感します。 

 

相互貸借（他館との連携） 

○県立図書館やコンパルホールの本の貸し借りができるとよいと思います。 

→それは現在も実施しています。相互貸借という制度があり、県立図書館を中心に大分県内の

図書館すべてが参加して、貸し借りをしています。当館の本はネット予約できますが、県立図書

館など県内の図書館から相互に借り入れをする場合は、直接窓口で依頼となります。依頼しても

本が他館にもない場合、こちらの図書館で購入する場合と見送る場合があります。その判断は

選書担当主任司書判断です。 

○相互貸借、大変うれしく思います。（どんなリクエストもOKですね） 

→県内の図書館に本があれば相互貸借可能です。県内に無い場合、他県に依頼も可能ですが、

その場合は相手図書館の承諾と往復の送料が必要になります。 

★夫が亡くなって１０年近くなりますがそれまでは、読みたい本は自分で買ってましたが何しろ壁

いっぱいになりまして、もっぱら佐伯図書館に頼っています。色々と素晴らしい本をリクエスト

でき、幸せです。特に最近では、「ザリガニのなく所」「白い闇」等非常に良かったです。絵本も

大好きです。 

今年になって、熊本、長崎方面へ旅しまして孫の案内で熊本市の「長崎次郎書店」へ立ち寄り

当時の物とか、４冊ほど購入してきました。（熊本時代の漱石等、徒然なるままに・・） 

借りても楽しい、買っても楽しい、本はいいですね。 

→旦那様が亡くなり１０年たつのですね。本とともに生活されている様子を知ることができました。

引き続き、宜しくお願います。 

○県立図書館との相互貸借の予約もネット予約でできるようになり嬉しく感じます。 

→県立のネット予約は、個人で予約し、佐伯図書館で受け取れる仕組みです。 

借りた本を延長したいときに、ネット利用照会から貸し出し期間、２週間延長ができるシステム

を作ってほしい。（次に借りる人が控えていない時） 

→相互貸借は、他館の本のため、基本、延長はできません。事情がある場合は要相談です。 



佐伯図書館の本のネット予約で借りた本が延長できるかは、システムサポート会社に相談し検

討します。 

サービス 

★返却後の本を拭き上げているのを見て、感染症対策に取り組まれていることに安心して本を借

りることができます。いつもありがとうございます。 

▲返した本を利用者に戻させるのはやめた方がよいと思います。なぜか不快になります。 

▲返却したら、機械に通して、再度利用者に渡して、利用者に台に置かせるのは止めた方がよい。

他の図書館で利用者にこのようなことをさせているのを見たことがない。また、コロナ時代に何

度も触るのは良くないと思う。 

★借りた本を返却したときに、受付で引き取らず、借りた人が返却棚に返却するシステムは、魔訶

不思議に思う。 

→ご不便をおかけします。併せて、ご協力に感謝します。 

佐伯図書館だけが唯一貸し出し冊数に制限がありません。限られた人員でサービスをさせて

いただいています。一人５０冊～１００冊の本の返却の時など、カウンターの関係でお客様にお

願いしないと館がまわらないこともあります。 貸し出し冊数を制限することなども検討しました

が、代替案として返却の棚をお客様の横に設置してみました。 

他の館では、ダストボックスのようなものに流しいれる方法なども取っているようです。自動貸

し出し機などの設置が予算の関係で、無理があります。 

お客様のご協力で成り立っている返却サービスですので、ご理解・ご協力を頂けると有難いで

す。どうしても何度も触りたくないという方は、職員へお申し出ください。 

 

○読書通帳の管理として一度借りた本がわかるようになれば良いと思います。 

○読書通帳に過去に借りた本もわかるようにしてほしい。  

→通常の金融機関の通帳と同じで１冊が終わると新しい印字になります。古い通帳を適宜参考に

していただくほかないかと感じます。 

○お茶やコーヒーなどが飲めるコーナーなどがあるといいなあー 

→ドリンクコーナーでジュース、コーヒーなどを飲むことは可能です。また、視聴覚室２F（シアター

前）に椅子とテーブルがあります。飲食が館内で可能になりましたら、食べ物も含めてお食事さ

れても構いません。 

○絵本コーナーにも検索機械がほしいです。 

→絵本コーナーはご存じのように所狭しと絵本が並んでいます。そこに機械を置くのは少し無理

があるかなと考えました。機械を設置するには多額の設備用が必要になります。 

検索機は館内に２台ありますが、児童フロアは児童カウンター横に検索機がございます。お手

間をおかけしますが現状の場所でご利用くださると嬉しいです。ご不便をおかけしております。 

○雑誌「ゆほびか」に付録がついている CD の貸し出しをしてほしい。CD だけ他の貸し出しにし



ても良いので。着物の雑誌とかがほとんどないので。七緒、美しい着物、きもの SALON など

も取り入れてほしい。 

→本誌に記載されていましたが、「ゆほびか」CDはダウンロード可能なようです。 

 

事業について 

★館内の美術に楽しませていただいています。いつもありがとうございます。 

○読書の記録の作成は良かったです。また意見などがありましたら意見書の作成をお願いします。

スタッフの方が見て検討してほしいです。→ご意見を参考にします。 

○コロナが終息したら、是非、図書交換市を復活させてください。ユニークで施策の一つだったと

思われます。→ご意見、ありがとうございます。市民の願いとして受け止めます。 

○幕末の歴史的転換期、佐伯藩（毛利）の人々が話題になることは、ほとんどありません。当時、

佐伯藩の立ち位置は幕府寄りだったのか、薩長寄りだったのか、どっちつかずの日和見的な位

置取りだったのか、私の周りで答えられる人がいません。そのあたりの状況を知りたいと思うの

ですが、そんな発表会みたいなものがあれば参加してみたいです。 

→歴史資料館の学芸員や史談会にお尋ねしてみたいと思います。 

郷土佐伯の歴史は非常に貴重だと思います。そのことを肝に銘じ、事業なども今後工夫できれ

ばと思います。 

○２月から３月のお雛様飾りはありがたいです。なかなか見ることも飾ることもないので。 

○読み終わった本がとてもきれいな状態で破棄するのがもったいないことが多いので、図書館を

通じて何か利用してもらえないだろうか。お譲りコーナーを設置し無料で他者に譲る、再利用

できるものを判断していただき、借りられるようにするなど。新刊などが増えると楽しい場所に

なると思います。 

→図書交換市も含め検討していきたいと思います。 

○ハンドメイドのイベントがあれば参加したいです。 

→今年度、ワークショップでフェルトを用いたブックカバーを作りました。今後の参考にしていきま

す。 

○作家のトークイベントなどあれば行ってみたいです。 

→佐伯まで来館可能な方、予算の折り合いのつく方がいましたらお呼びしたいとは思います。現

在のコロナの状況を考えて、どのような方をどこからお呼びするか、今後の検討事項だと思い

ます。 

○コンサートの開催があれば聴きにきたい。（コロナが終息すれば） 

→令和 4年度に実施します。是非ご参加ください。 

○ブックリサイクルや福袋のイベントは楽しみにしているので同頻度で構わないので実施してほし

い。 

→ご意見感謝します。大切なイベントとして開催予定です。 



 

施設設備 

○幼い子の絵本を借りるときに動き回ったり、歩き疲れたりしてゆっくり見られない時があります。

スーパーのように子どもが座れるカートがあるといいなと思いました。 

→令和４年度の予算で購入予定です。ご不便をおかけしますが宜しくお願いします。 

  どうしてもつかれて困ったときは、事務室にお声がけください。 

○よく HP で本の検索をするのですが以前と比べてやりづらくなってしまったのは残念です。（毎

回ログインしないといけない）とりあえず、図書館にあるか知りたいと思っているときにもたもた

してしまう。 

→ログインの上に本の検索ができる表示があります。そこだとログインは不要です。不明な時は職

員へお声がけください。 

○案内図には授乳室がありましたが今はないのでしょうか。駐車場側のカウンターに職員の方が

不在の時があり、反対側のカウンターまで行かなくてはならない場合があります。子どもといる

ときは早く借りて帰りたいので、１名は常時いていただけると助かります。 

→児童コーナー奥に授乳室を完備しています。授乳できる大きなソファーや子どものおむつを替

えるベッドも置いています。少ない人数でシフトを回していることやイベントが開催されていると

きに、ご不便をおかけすることもあるかと思います。それでも、困りがある場合は、職員へお声

がけください。 

▲駐車場の便利が悪い、少ない 

→ご不便をおかけします。引きつづき、行政へ働きかけます。 

 

質問 

○本の購入・選択はどのようになっていますか 

→①月の新刊冊子を元に司書がまず個別に選択します。次に研修日に選書会議を行い、購入し

たい本や購入を見送る本についての意見交換します。それを受けて司書主任が集約し、館長

の決済で購入します。 

②お客様からの予約本が入った場合、他の館にもない場合は、多くの方々に読まれる一般性や

テーマ性のあるか検討の上、購入します。 

③年度末の来館者のご意見を参考に購入計画を立てます。 

本の選択は個人の嗜好もあるために、どこまで購入していくかということも大きな判断の一つと

なります。お客様のご意見を頂くことで、こちらが気づかないご意見を頂くことがあります。 

希望の書籍や読みたい本の具体をアンケートに書いてくださるとさらに皆様のお気持ちを理解

できるのではないかと思います。意見箱を今後置くようにします。 



○長期貸し出しの本の処置は？ 

→長期団体貸出だと最大９０日、１００冊まで貸出可能です。団体貸出中の本に予約が入った場

合はかなりお待たせするので、相互貸借を利用することもあります。 

 

○交換市の予定はありますか？ 

○昨年までやっていた図書館交換市がとても楽しみでしたがなくなって残念です。是非、また行っ

てほしいです。 

→将来的に実施したいと思います。ただし、コロナ禍の中で古い本や衛生面に課題のある本は受

付が出来ないこともありますので、十分検討し実施に向けて努力していきたいと思います。 

 

○夏休みのスタンプラリーがなかったのはコロナのせいでしょうか？そんなにたくさん読めるわけ

じゃなくてもイベントとして楽しんでいたのでいつか復活できることを期待しています。 

→佐伯図書館だけが貸し出し冊数に制限が県内で唯一ありません。それで、一度に読めない量

を借りる事案も出てきて、本来のイベントの意味が分からなくなることもありました。 

イベントとして楽しみにしていただいていた方々にご満足いただける開催方法がないか検討中

です。 

→スタンプラリーで冊数を競うのではなく、期間中何度足を運んだかのスタンプラリーも可能では

ないか？等の改善策です。 

○２Fの空き室は会議に貸し出しすることは可能でしょうか 

→コロナの関係で本館２階の部屋は使わない方向で運営しています。視聴覚センターの２階は、

貸出規定が市役所の法規の中に定められており、個人や営利団体には貸し出せない状態です。

コロナ禍の特例として、図書館で読み聞かせをしていただいている「さいき読み聞かせ連絡協

議会」歴史のレファレンスのお手伝いをしていただいている「史談会」、公民館の「高齢者学級」、

学校教育課主催の「図書館司書補会議」、「歴史資料館」の古文書講座が現在、図書館と関連

しているということで貸し出しをしています。目的があり、ぜひ活用したいという団体などがあり

ましたら、事務室までおいで下さい。 

 

 

総括 

多数のご意見に感謝申し上げます。 

市民の皆様にご不便をおかけせず、気持ちの良い場所であり続けられたらと考えて 

います。少し職員が努力したら改善できることや行政の力をお借りしないと解決しな 

いこともあることを実感します。 

そのような中、絵本の並べ方について、毎年、ご意見を頂きます。その都度、変更もし 

てきましたが作者順と題名順はどちらにしても反対者と賛成者がでるので、図書館と 

しては著作の多い方は、シリーズでまとめることも改善策になるかと考えたりします。 



また、館内ボランテイアの方々のお力をお借りしたり、移動図書館車の職員も館内 

に入っていただいたりして、書架整理をしている現状があります。加えて、児童書など

は、精密配架をしてほしいというご意見も以前ありました。 

引き続き、書架整理のボランティアを募集したり、職員作業を増やしたりして改善を図

りたいと思っています。ご協力できる市民の方々はご協力くださると有難いです。 

 最後になりましたが、お褒めのことばや励ましの言葉をたくさん頂き、励みになりま

した。職員一同、令和４年度も引き続き宜しくお願いします。 

 

                             三浦造船佐伯図書館 

                             館長    田中淳子 

 

 

 

 


