
第1回eモニターアンケート｢市の図書サービスについて」 

実施期間 6月17日 ～ 6月24日
回答数 1207 人

※グラフ中、単位は全て、人。（　）内は割合（％）。

438 
(36.3) 

769 
(63.7) 

性別 

男性 

女性 

3(0.2) 
44 

(3.6) 

301 
(24.9) 

450 
(37.3) 

208 
(17.2) 

101 
(8.4) 

85 
(7.0) 

15 
(1.2) 

世代別 

10代 

20代 

30代 

40代 

50代 

60代 

70代 

80代 

単位：人(割合％） 単位：人(割合％） 



【その他意見】
・紙芝居 ・子供のための絵本 ・仕事関係の本
・会報誌や小冊子を読んだ ・今読んでいる最中
・家内が３冊以上は読んでいる ・離乳食本
・絵本の読みきかせボランティアをしているので月に10冊絵本を読んでます
・読み聞かせボランティアに使うための絵本なので、１冊に入るのかどうか。
　絵本なら２０冊は読みました。

339 

335 

347 

62 

139 

98 

19 

263 

本を3冊以上読んだ 

本を1～2冊読んだ 

文芸誌、趣味の雑誌など一般的な雑誌を読

んだ 

プロ向けの専門雑誌を読んだ 

週刊誌を読んだ 

電子書籍を読んだ 

その他 

全く読まなかった 
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問1：過去１カ月の読書歴（複数回答） 



【その他意見】
・借りなかったが蔵書の様子を見に行きました
・家内が情報館を利用している
・図書情報館という言葉をしりません、ＨＰはよく利用してます。
・図書館の移動にともない行きにくくなり図書館を利用してない。
・点訳サークルキツツキ会さんの点字書
・座席予約

688 

511 

30 

9 

349 

7 

367 

図書情報館(アンフォーレ2～4階)

を利用した 

公民館・あんぱ～く・あんステップ

の図書室や、キーポートの図書

サービスを利用した 

電子書籍を借りた 

図書情報館HPで安城デジタル

アーカイブを利用した 

図書情報館HPで、蔵書検索や予

約をした 

その他 

利用しなかった 

0 200 400 600 800

問2：過去1年間に利用した 

市の図書サービス（複数回答） 



【その他意見】
・ソファーの席でこどもと絵本を見た ・子どもが本を借りた
・車いすでは、１人では使えない。 ・1階エントランス
・視覚障害者の物は総合福祉センターにしかないから利用できない。
・録音スタジオを利用したいが、サポートしてくれる職員が欲しい。
・地図を閲覧した ・ホールをイベントで使わせて頂いた
・ホールで演奏をした

780 

586 

209 

45 

32 

10 

35 

156 

3 

173 

117 

102 

16 

93 

23 

8 

274 

本や雑誌、CD・DVDを借りた 

本や雑誌、新聞、CD・DVDを館内で閲覧又は視聴

した 

本を使って、館内で調べものをした 

データベースコーナーで調べものをした 

レファレンスサービスを利用し調べものをし

た 

安城デジタルアーカイブを利用した 

グループ学習室など、有料の貸し部屋を利用した 

無料の学習スペースで、持ち込み学習をした 

編集録音スタジオで3Dプリンタ、大判プリンタ、画

像編集機器などを利用した 

講座、体操、おはなし会(絵本などの読み聞かせ)

などのイベントに参加した 

２階のつどいのへや(アンフォーレほっとスペー

ス)を利用した 

公衆無線LANを利用した 

館内貸出用のパソコン、タブレットを利用した 

1階のリユース本コーナーで本や雑誌をもらった 

安城ビジネスコンシェルジュ(ABC)を利用した 

その他 

利用したことがない 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

問3：今までに利用したことのある 

図書情報館のサービス（複数回答) 



【その他意見】
・本を返却した 子どもが本を借りた・ ・マルシェ
・アンフォーレで公民館所蔵の図書を取り寄せ、借りた。
・リユースの本をもらった
・インターネットでの蔵書検索＆予約本の借用・返却所として利用した。
・体操 ・講座受講 ・古本を引き取ってもらった

74 
(6.5) 55

(4.9) 

161 
(14.2) 

507 
(44.8) 

335 
(29.6) 

問5：図書情報館3階のデータベースコーナーに 

ついて該当するもの 

知っているし利用したいが、

使い方が分からない 

知ってはいるが、使いたい

データベースが無い 

知ってはいるが、興味がな

い・必要がない 

知らなかったが、今後は利

用してみたいと思う 

知らなかったし、今後も利用

しないと思う 

816 

651 

191 

75 

13 

256 

本や雑誌、CD・DVDを借りた 

本や雑誌を閲覧した 

無料の学習スペースで、持ち込み学習を

した 

公衆無線LANを利用した 

その他 

利用したことがない 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

問4：今までに利用したことのある公民館図

書室のサービス(複数回答) 



53 
(4.5) 109 

(9.4) 

526 
(45.2) 

477 
(40.9) 

問6：安城デジタルアーカイブについて該当する

もの 

知っているし利用したいが、

使い方が分からない 

知ってはいるが、興味がな

い・必要がない 

知らなかったが、今後は利

用してみたいと思う 

知らなかったし、今後も利用

しないと思う 

145 
(12.7) 

599 
(52.5) 

396 
(34.7) 

問7：図書情報館のレファレンスサービス(調べ

もののお手伝い)について該当するもの 

レファレンスサービスについ

て知っているが、興味がな

い・必要がない 

レファレンスサービスについ

て知らなかったが、今後は

利用してみたいと思う 

レファレンスサービスについ

て知らなかったし、今後も利

用しないと思う 



【その他意見】
・忙しくて機会がない ・車いすでは、１人では使えない。
・今のところ、公民館図書で間に合うからアンフォーレに行ったことがない
・本の予約しか使わないから ・足と時間がない
・行くのが面倒で利用していません ・興味はあるが、時間がないから
・営業時間に行けないため
・碧南市民図書館を利用しているから
・自宅からバス停まで遠く利用できない ・図書情報館の存在を知らなかった
・68歳になると何か用事が無いと行かないよって利用しないようになる。
・免許がなく、行くのに不便だから。 ・読みたい本が探せない
・家族が借りて来てくれるから ・子供が小さくて落ち着いて見れない
・飲食の利用でも勉強の人ばかり、勉強でも一杯のことあるし
・電子書籍中心で読んでいるから ・図書館も今後は利用してみたい。
・忙しくて本を借りたら、返さなければいけないので、ゆっくり読めない。
・周辺道路が渋滞していて近寄りがたい
・職員が冷たい。返却が一日遅れただけで、もう不愛想。
・施設の利用の仕方が分からない。 ・行きづらいから
・点訳サークルさんや全国の点字図書館を利用するしかないから。　
・一緒に調べ物してくれる職員がいたら是非利用したい。
・読みたい本がそこにあるかわからないから ・食べ物の匂いが臭いから
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11 

13 

98 

10 

11 

115 

54 

52 

42 

94 

遠いから 

うるさくて落ち着かないから 

静かにしていないと怒られそうだから 

駐車場に困るから 

本や雑誌、CD・DVDなどが少ないから 

読みたい本などがいつも貸出中だから 

調べものはインターネットで十分だから 

興味が無いから・必要がないから 

本は買って読むから 

その他 

特にない・わからない 

0 50 100 150

問8：図書情報館の図書サービスを 

全く利用しなかった理由 

(問3で利用しなかったと回答した人／複数回

答) 



【その他意見】
・沢山の人が触った本を触りたくないから
・車がないので ・知らなかった
・足と時間がない ・図書情報館へ行くから
・営業時間に行けないため
・本を読む習慣があまりない。 ・時間がなかった
・行く機会がなかった ・場所を知らない
・図書館を利用するという選択がなかった。
・普段利用しないから、思い付かなかった
・土木、建築関係の専門書が少ないから ・書籍は購入します
・少し遠いのと、子供が小さいのでゆっくり見られないのでなかなか行けないです。
・行こうと思っているがまだ行けていない
・利用する必要がない ・全部予約して図書情報館で受け取りしているから
・車いすでは、１人では使えない。 ・子供が小さくて落ち着いて見れない
・アンフォーレが近いのが一番の理由です。例え多少遠くても車もあるので
・きれいで本の種類も多いアンフォーレにいくと思います
・借用カードを作っていない、作り方がわからない。
・そこまで行くのと駐車場とか何かめんどくさいから
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36 

29 

101 

45 

160 

0 50 100 150 200

うるさくて落ち着かないから 

静かにしていないと怒られそうだから 

駐車場に困るから 

本や雑誌、CD・DVDなどが少ないから 

興味がないから・必要がないから 

その他 

特にない・わからない 

問9:これまで公民館図書室の図書サービスを利

用しなかった理由 

(問4で利用しなかったと回答した人／複数回答) 



【その他意見】
・外の催し物が多い ・清潔
・夏は涼しい施設だと思う。 ・1階の休憩室

445 

171 

360 

189 

63 

251 

345 

111 

122 

94 

277 

36 

51 

89 

6 

345 

0 100 200 300 400 500

蔵書が多い 

本の配置がわかりやすい 

閲覧席が多い 

スタッフが親切、調べもののときスタッフが頼り

になる 

らBOOKS(若者向けの本や歴代ベストセラー、

入門書などを集めたコーナー)が使いやすい 

館内で飲食ができる 

子ども連れで利用しやすい・子どもが楽しめる 

講座やイベント、おはなし会の回数が多い 

予約本受取機で24時間いつでも本が借りられ

る 

個人学習室が予約できる 

自動貸出機や自動返却機がある 

パソコンやタブレットが借りられる 

読書通帳機がある 

ブックシャワー(本の消毒器)がある 

その他 

特にない・わからない・利用したことがない 

問10：図書情報館で気に入っているところ 

（複数回答） 



【その他意見】
・冷暖房 ・イベント等でよく利用するが図書室にはいったことがない。
・近いので返却に便利 ・他の公民館に返却可能
・清潔で人が親切。

658 

509 

290 

6 

317 

0 200 400 600 800

家から近く利用しやすい 

他の公民館や図書情報館の蔵書を、最寄

の公民館で借りることができる 

子ども連れで利用しやすい・子どもが楽し

める 

その他 

特にない・わからない・利用したことがない 

問11：公民館図書館で気に入っていると

ころ(複数回答） 



【その他意見】
・本を読む時に子供だけ預かってくれる場所があると絵本など選びに行きやすい
・移動図書館 ・注目されている書籍情報などの案内を掲示板などでしてほしい
・雑誌の数をふやす・返却ポストの設置 他ではやっている ・土日の営業時間延長
・市営駐車場を無料開放（安城市民のみ）・何も分からない人に関心を持たせる工夫
・サルビアスタンプが貯められるなにかのサービス
・駐車場が狭くすれ違いなど危ない ・あんくるバスがもっと拡充してくれればいける。
・利用機会の多い方向けのサービスを充実させてもらえれば良いです。
・そもそもサービス内容の情報発信が必要 ・我が物顔で座ってる人が減ったらいい
・使えるWi-Fiにしてほしい。ウェブへのアクセスやLINEですら制限がかかるWi-Fiは使いにくい
・予約と取り寄せの本数を各5冊ずつにしてほしい
・飲食の匂い、音が気になる場合もあるので可能なスペースは限定してほしい
・高齢者の為、自宅から閲覧他利用できるとよいと思う。但し、印刷使用不可。
・そもそも図書館は静かであるべき物。それができないなら図書館は廃止すべき。
　他の市にも静かな図書館はある。

287 

67 

143 

62 

272 

87 

89 

139 

244 

244 

86 

60 

24 

301 
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公民館は図書コーナーを広げて蔵書を増やす 

安城市の郷土資料を増やす 

電子書籍を増やす 

データベースの種類を増やす 

公民館にも自動貸出機、読書通帳機を設置する 

図書情報館で、貸出用パソコン・データベース・編

集録音スタジオの電子機器の指導 

図書情報館で、上級コースのロボットプログラミン

グ教室を実施する(現在は初級のみ) 

読書活動推進のための講演会、講座などのイベン

トを増やす 

イベントについての広報・告知回数を増やす 

市民交流のきっかけとなるイベントを実施する 

ボランティアの養成、支援を拡大する 

外国人向けの本やサービスを充実させる 

その他 

特にない・わからない 

問12:こうなるとより良い図書館になる、こんなサービスがあ

れば利用したいと思うもの(複数回答） 



【「あった」具体事例】
・子どもと毎週末図書館へ行くのが日課になった。

・カフェも楽しみで、行くようになった
・中学の子供達がテスト勉強をしたり、夏休みに利用でき、重宝しています。
・図書館が遠くて駐車場も不便なので、公民館でしか、借りなくなった。
・図書館のイメージが変わり、子ども連れでも気軽に立ち寄ることができるようになった。
・職場から近くなって行きやすなった。
・子どもを連れて図書館へ行くことが増えた。子どもが絵本に興味を持つようになった。
・人通りが増え道が混むようになった。
・新しい分野の本も読めて、挑戦できています

・子供が本を借りたがるようになった
・自然と本を手にする機会が増えた。こどもにも本に触れさせる機会が増えた。
・月曜日に図書館へ行けるようになった。

・学習スペースを借りることができるので、グループ学習の機会が増えた
・子どもが行きたがるので、親子で本を読む機会が増えた
・新しいボランティア活動の方向が、見えてきた。
・駅から近くて開館時間が遅くなったので仕事帰りに寄れるようになった
・街の中心ができた事により、暮らしやすくなった
・遊びに来ている感覚の学生も多く、本が好きな娘が行きたがらなくなってしまった。
・本を読むようになった
・新刊チェックを週一回やるようになった
・いろんな本を気軽に読むようになった。本を買うより借りることの方が多くなった。
・本を借りるとき以外（具体的にはほっとスペース）にも図書館にいくようになった。
・便利な場所にできたので、仕事帰りや買い物のついでに立ち寄る事が増えた
・席数が増えたので利用しやすくなり、仕事の用で利用する回数が増えた

・前の図書館は混んでないし静かで行きやすかったけどアンフォーレはうるさいし人
が多くて近くなったけど行く機会が激減しました。

・今までは本を予約して公民館で借りることが多かったが、図書情報館ができてから
は直接本を見ながら選ぶことが増えた

・以前は図書館でゆっくり本を選ぶことができたが駐車時間が限られているので本を
選ぶ時間が無くなり借りなくなった。

295 
(25.9) 

913 
(80.1) 

問13：図書情報館がオープンしたことで、 

行動や生活パターンに何か変化があったか。 

あった 

なかった 



・外出先の選択肢が増えた
・子供達が本を好きになって、図書館に行く回数が増えた。
・図書館が、より快適でエンターテイメント性を帯びて、以前よりもよく行くようになった。
・以前は本を借りることがなかったが、今ではよく利用するようになりました。
・休日の選択肢が増えた

・絵本の読み聞かせする種類が増えた。
・市民の集まりのキッカケとなった。

・本が身近になった。雨の日に行きやすい。
・24時間自動貸出機のお陰で、本の予約が気軽にできるようになりました
・講座やイベントに関心を持つようになった
・安城駅周辺によく行くようになった
・新聞が読める。人出が多くなり、なんとなく街に活気が出た
・よく仕事帰りに利用するようになった

・人とのつながりができる機会が増えたことが良かった
・安城駅を利用して出掛ける際に、少し早めに行って利用したり、あんくるバスの待
ち時間も苦じゃなくなりました。

・明るく開放的な空間であるので、本を探しに行くのが楽しくなり、読書の機会が増
えた。

・中央図書館の時よりも、自宅から近くなり、駐車場も広くなったので、親子で本を
借りにいく機会が増え、休日の家族イベントのように楽しめるようになった。

・北部在住なので以前より近くなり あんくるバスで一本でいけるようになったので子
どもと共によく利用するようになった

・本を借りに行くついでに、アンフォーレのほかの機関も利用するようになり、活動
性が高まった。図書館に行くために自転車に10数年ぶりに乗るようになった。

・子どもが産まれた年にアンフォーレができたおかげで読み聞かせやほっとスペース
などとても利用させてもらって大変助かっています。もとより本を読むので、予約し
て受け取りのついでにほっとスペースで遊んで…という生活パターンになりました



問１４自由意見（抜粋）
アンフォーレの図書館は、静かでない。学習や調べ物を行う際にもうるさいので集中できない。
もっと図書館としての姿にしてもらいたい。読み聞かせや１階での趣味の販売などはやめてもらい
たい。静かに集中できる環境をつくってほしいです。
図情館は家から遠いのとなかなか時間が作れずにゆっくり行くことが出来ない。
近隣の公民館で取り寄せて借りれるのでとても助かっています。
新刊の連絡も頂けるので嬉しいです。
大型プリンター等も必要があれば使わせて頂きたいと思っています。

土日の閉館時間をもう少し延長してほしい。
ネットでの貸し出し延長を複数回できるようしてほしい。
飲食は、決まった場所のみに絞った方が良いのではと思います。(マナーがなっていれば良いとは
思いますが)

受験シーズン時期、休みの時期など、アンフォーレに行ったら、学生が沢山いて、予約席も、閲覧
席も、座れない状況でした。
図書館の催しがなければ、空室を解放する事は出来ないのでしょうか。
アンフォーレの駐車場が狭く、出入りが危険。（歩行者が見え難い）
新しい図書館になって、施設等良くなったのだろうけど―。飲食可の図書情報館というのは受け入
れづらい。
出来れば、今までの図書館のスタイルに戻して欲しいというのが、本音。
また、西部公民館をよく利用するのだが、閲覧コーナーは学生が学習していることが多いので、一
般の人が居づらい雰囲気です。
wi-fi の状態が悪くせっかく 部屋を借りても パソコンでzoomなど できなかったので時間もお金
も無駄になった。
公民館で予約した本を引き取り出来て、本当に便利です。予約も簡単ですし本を借りて読もう！っ
て気持ちになります。今のままで十分満足してます
駐車場が隣のスーパーと同じで混んでいて不便。

アンフォーレでイベントが度々あるのでうれしい。夏に怪談朗読会を土曜の夜に開催してほしい。
安城が舞台の演劇を七夕祭りなどで上演してほしい。そのためにボランティアで劇団をつくってほ
しい。

車がないので、アンフォーレに行くときは、バスで行くしかなく、名古屋に住んでいた際移動図書
館があったので、あるといいなと思います。
図書情報館で、学習スペースなどは飲食禁止にして欲しい。
水分などのみ可能でも良いが、食事スペースは別にある方が利用しやすい。
やはり、本や学習教材への汚れが気になる。
公民館の図書室でも子どもが絵本を読めるような場所を作ってほしい。アンフォーレでやっている
イベントの告知に気付かないことが多いので、もう少し広報に力を入れてほしい。
公民館図書室は子供連れにわりと寛大だが、図書情報館になってから特に３階で厳しすぎる。泣き
出して1分も経たずに、他の利用者の迷惑と追い出されたこともある。静かにするようなだめてい
て、無視して放置していたわけでもないのに。
騒がしくしてもいい時間や、子連れ優先日、短時間の無料託児や、泣き出してしまった子と逃げこ
める３階の部屋など作って、子育て世代にも絵本以外の一般書が借りやすくしてほしい。
時々4階の学習席を利用しているが、階下の音が、やかましい。図書館は、静かに学習できるス
ぺースという認識だが、ここは違うようだ。人声のざわつきはまだ、我慢できるが、定期的に鳴る
人工音は止めてほしい。
子供の読み聞かせの参考に、図書館の読み聞かせを聞きたいと思うのだが、そこにいても、聞き逃
してしまう。館内放送で、知らせてくれるとありがたいと思う。旧図書館では放送していたと思う
図書情報館に変わってから、本を探しにくくなった気がしています。
キーポートなど本の貸し借りができる場所が増えたことはとても便利で助かっています。
図書情報館は、吹き抜けのせいか勉強するにはザワザワする感じもしたけれど、奥のレンタルス
ペースは静かでとても良いと思う。
ちょうどよい光も入って景色も楽しめて居心地よく過ごせるのが良いと思う。蔵書もたくさんある
し、取り寄せもしてもらえるし、新しい本もあるし、とても満足してます。
図書情報館のスタッフさんは皆さんとてもプロだと思います
対応も素晴らしいです
アンフォーレをどんどん充実させていくのは良いが、私は自宅から近い北部公民館の方を利用する
ことが多いので何も恩恵がない。今の日本で東京一極集中が進んでいるように、安城市の図書サー
ビスもアンフォーレ一極集中では寂しい。もう少し公民館図書室の充実にもお金を使ってほしい。
公民館図書館にも時間外の本の返却ポストがあるといいです。アンフォーレになって、車でさっと
図書館寄ることが難しくなりました。



利用する人としない人の不公平感を考慮して運営すべき
飲み物や軽食が食べられるのは、いいのだがマナーが悪い人たちが多いのが残念です。
検索用ＰＣや、モニターの高さが高い。
車いすでは、１人では使えない。
科学系の専門書を増やして貰えると嬉しいです。
館内での飲食は禁止にしてほしいです。
スナック菓子や砂糖のついたお菓子を広げながら資料を見ている人がいると、本を借りる気がなく
なります。
お菓子を食べられる気楽さからか、学習スペース以外の閲覧コーナーにまで高校生が集まって「勉
強」する姿がありますが、ほぼおしゃべり。騒がしくて迷惑です。
名古屋市の図書館のように、学習スペース利用者は受付で発行された指定の番号の座席を使うこと
アンフォーレの１Fで、テーブルやイスが少ない為、利用出来ない。
特に土日曜日は、長く利用されているので、利用出来ない。
アンフォーレ図書館で司書さんが選んで提示してくださっている本を中心に借りる本を選んでいま
す。良書が多く、毎回楽しみにしています。
予約した本が重なってきてしまった場合に次の人にお先にどうぞ的に順番を譲れるといいです
何冊も一度に読むのが大変なのでそんな風に出来たら便利だといつも思います
障害を持った息子が、事業所さんと一緒に利用しています。アンフォーレができてからは、本当に
よく、本を見るようになりました。
先日、大型絵本を借りました。
同じ絵本が２冊あり、大変助かりました。
館員の方も、とても丁寧・親切に対応してくださり、嬉しく思いました。
また、伺いたいと思っています。
おススメ図書などは、内容をポップにして教えてくれるとありがたい
アンフォーレのお手洗いには、お手拭きがないので、エアータオルかペーパータオルをつけてほし
い。手を拭かない人がいると、本が濡れてしまいそう。
図書情報館の新着情報が以前は入口に掲示されていて参考にさせていただいていたので、デジタル
な情報だけでなくアナログな情報も提供していただきたい。
図書情報館は遠いのでほとんど行きませんが、読みたい本がネットで予約できて自宅近くの公民館
で受け取れるので、大変ありがたいです。
公衆無線LANは使いにくいです。接続がしづらい。外部に開放するLANを構築してほしい。
アンフォーレは綺麗でスペースが広くて落ち着けて本当に便利です！
他の市では公民館で本を借りたり出来ないと聞き、安城は本当に恵まれているなと思いました。借
りた所と別の所でも返却できるのもいいです。
具体的な情報をほとんど知らない。
電子書籍には興味があるが利用方法やデータ形式など分からず敷居が高い。
あんくるバスを利用して行くにも、乗り換えしないと行けないです。余分のお金がかかるので、利
用しにくいし、車で行っても周りが渋滞する。難しいです。
各公民館でもブックシャワーがあると良いなぁと思います。
図書情報館となり、人の出入りは増えたが、以前の図書館の方が本が好きで来館している人が多
く、居心地が良かった。
アンフォーレの図書の配置が分かりにくく、借りたい本が探しにくい。
予約が5冊までなので、予約者が多い本を予約するとすぐに5冊枠が塞がってしまい、他の本が予約
できなくなる。予約者が多い本は別枠で予約ができるとありがたい。
1階のスペースで催しがあるのがいいと思います。もっといろいろな種類のものをやっていただけ
ると嬉しいです。
DVD、CD落語の数が少ない。もっと増やしてほしい
DVD自体も少ないし 借りたくなるような(例えば 話題になった映画とか)ものがなく残念です。CD
やDVDがもっとあれば、借りに行きたいでふ。
図書館に行かなくても、情報が入手できるように、Webの活用方法を上手く確立して頂くと都合が
いい。アンフォーレとJAの通りは混雑してるし、駐車場も利用しにくいので、足を運ぶ気になれな
い。なので、行かなくても情報が得られるよう工夫して欲しい。
新聞記事と関連した本の紹介についての記事を、新聞で目にしました。今まであまり読んだことが
なかったので、これからは注目したいと思います。
公民館に読書通帳機を入れて欲しいというのは、小学生の娘の強い要望です。ぜひお願いします。
購入では手に入りにくい本や，データ，記事があると有益だと思います。
アンフォーレ内の図書室は本棚のすぐ近くで学習する机があり、閲覧する人にとっては狭く落ち着
かない。



自由に使えるテーブル、椅子が学生のテスト週間だと、なかなか空いていない。
部屋を予約するまでもなく、気軽に使える空間がもう少し欲しい。
駅を毎日利用するので、キーポートがとても便利。ありがたいです。
図書情報館がオープンして、こども連れや学生は利用しやすくなったと思う。
一方でにぎやか過ぎることで、社会人が調べものや勉強などがしにくいように感じる。グループで
大声話し込んでいたり、飲食可能と言えど度が過ぎる人たちもいる。
市街地ににぎわいを作るというアンフォーレ自体の取り組みは成功していると思うが、図書館とし
てのみ考えるとマナーが気になる。
読書通帳を作ったが公民館の図書室では機械がないので結局あまり利用できていない。各公民館に
1つずつでも置いて欲しい。大人も作れることがあまり周知されてない。
今までは利用していなかったが、子供が産まれたので今後は積極的に利用したいです。
加齢で、文字など見ると疲れます。紫外線にも注意しています。聴くことは、大丈夫ですから、そ
のようなツールが多くなれば幸いです。

子連れでアンフォーレを利用したいが、駐車場の無料時間があっという間に時間いっぱいになって
しまう。
子どもがいると、トイレへ行ったり本を見る以外のことに時間がかかってしまい、満足するまで本
を見られない。
子どもにはいい本をたくさん読んでもらいたいし、自分も子育て中の息抜きになるので、もっと本
が読みたい。

専門的な本は多いと思うが、小説等が少ないと思う。
大御所と言われるような作家の方でも本の数が少なく、これだけ？と思う事もある。
以前住んでた所の図書館は蔵書数こそ少ないものの、小説の数は多かったので余計にそのように感
じるのかも
新しいサービスが増えて充実しているので、もう少しサービスをアピールしてほしい。
子供たちの自宅の近くの図書館となる公民館で子供たちの居心地のいい、本に関するイベントなど
が増えるといいのではないでしょうか。（子供たちの孤立を防ぐためにも）
返却日前日に「明日は返却期限日です。忘れないように！」というようなお知らせをして欲しい。
うっかり数日過ぎていたということがあるので、そういうサービスがあれば助かる。

今の図書館は周辺住民はイベントとかあり楽しんでいますが、そのほかの人は何のメリットもな
い。もっと、移動図書館とか、イベントをいろんな場所でやって図書館の本を利用してほしいで
す。
後、図書館なのでイベントでうるさくしてほしくない。旧図書館の場所のが静かでよかったです。

今回のアンケートで興味が出たので、もっと利用してみようと思いました。
声の大きいおじいさま達に親切に対応されてる職員さんに頭が下がります。
素晴らしい施設をありがとうございます。
飲食okは、有り難いです。
図書館、公民館には沢山お世話になっています。
一人ではゆっくり本を選んだり読んだりしたり、子供には沢山の絵本から好きなものを選んでも
らったり、読み聞かせに参加したりしています。
特にこれ以上のことは求めませんので、今の図書館、公民館を維持していっていただけるとありが
たいです。
公民館は予約本の受け取り及び返却にして、中途半端に図書を置く必要はないと思う
コミックエッセイの蔵書を増やして欲しいです。
図書情報館、公民館図書室を充実させていくことは大切なことだと思います。
市民の図書館利用を促進するのは何故ですか？
借りたい人が借りればよいです。余分な税金を使っていろいろやる必要はないと思います。
もとから本を読む人間にとってはアンフォーレすごくありがたいです。子どもがいても利用しやす
いし、多少声を出しても目をつむってもらえるのはすごくありがたい。
せっかく今日の図書とからブックスとかいいことやってるので、ホコ天とかマルシェに来てる人が
図書情報館に寄って行きたくなるシステムがあるといいですね。
もっとたくさんの人が本に親しんでもらえるようになってくれるといいですね！
アンフォーレの図書館でお菓子やお弁当を食べながら閲覧や勉強している一般人や学生を見るとど
うも違和感を感じます。
アンフォーレができてから、自分の中での図書館のイメージが上がった。近いので、主に公民館で
借りている。一つの公民館では蔵書が多い感じはしないが、取り寄せて借りることができる蔵書の
多さなどはアンフォーレがあることで安心できるし。美しく立派な図書館があることは、安城市民
として誇らしい。アンフォーレの近くを通るときゆったりと本を読む人が外から見える。ゆとりの
ようなものを感じ、いいなと思う。



中高生の出会いの場のようになっているのがとても不愉快。

点字書を置いて欲しい。録音機材の操作や調べ物を手伝って欲しい。音声パソコンがあったら嬉し
いな。

飲食をしながらの中高生が気になります。
飲み物以外の飲食は控えてほしい。もしくは場所を制限するとか。
アンフォーレ に入るとき、帰るときにいつも挨拶していただけるのが嬉しいです。
子どもの本が２階なのも助かります。
安城の図書館は蔵書が多く、近隣の市よりも優れていると思う。特に公民館で本を借りたり、予約
した本等の受け取りが出来るのはとても良いシステムだと思う。
公民館の雑誌がもう少し充実するともっと良いかなあと思う。スポーツ新聞も１紙だけでなくもう
１つぐらいあっても良いかなあと思う。
図書館で軽食自由、という考え方が日本になじまない。今の学生はそれを悪用している輩ばかりで
ある。本来の図書館を取り戻してほしい。そもそも、平日遅く土日忙しい身では、図書館に行くこ
とすら必要としないので、安城市の財政に悪影響を出さないようにすべき。費用対効果がマイナス
になるようなら、図書館そのものの廃止をすべき。静かな図書館は他の市にある。
図書情報館に併設している駐車場の無料時間を増やしてほしい。
本をのんびりと探したり読んだりしたくても、駐車時間が気になって落ち着かない。
夫が毎週10冊くらい借りてきます。ほとんど小説、エッセイで専門書はありません。82歳になりま
すが読むこと好きです。それでも読みきれないほどの蔵書です。また買ってたら大変な金額になり
ますし荷物も増えます。
図書館がありほんとうにありがたく思います。
夜店でのお酒の販売は止めて欲しい
駐車場が狭いため市営駐車場に停めているが、雨の日など面倒。今時大きい車も多いのになぜあん
なに狭い駐車場を作ったのか意味がわからない。勉強している学生がうるさい。本を探していると
ジロジロ見てきてゆっくり探せないので、棚の近くに机を置くのをやめてほしい。前の図書館の方
が断然良かった。図書館へ行く頻度が随分少なくなりました。残念です。

１度情報館へ行ってみたいと思っていながら行かずじまいですが、書籍・CD検索は自宅からできる
し、近くの公民館で受け取ればわざわざ情報館に行く必要がなかったのが現状です。リクエストを
お願いするとほぼ読みたい本が読めますし、安城市の図書館システムに私は満足しています。公民
館のスタッフの対応もよく、よく利用しているので顔見知りにもなりました。

全国区でＰＲできるとよい
多少騒いでも大丈夫な、子供と一緒に本を読めるスペースがあればいいと思います。
学生もしくは特定の人しか利用できないような雰囲気を払拭してほしい。
・アンフォーレで借りたものを公民館で返却してしまうと、公民館に置き場が変わってしまいアン
フォーレで また借りたいときに そこにないことが便利なようで不便に感じます。他の場所で返し
ても、元の所蔵場所に戻すような仕組みにはならないのでしょうか？
・リサイクル図書のコーナーは、面白く 駅を利用するまえに立ち寄り電車の中で読んだりしてい
るので、今後も継続していただきたいです。
・ぬいぐるみのお泊まり会が とても可愛くて、毎回 大人も参加できるような似たようなイベント
があったらなぁっと羨ましく思っています。
ざわざわしていても気持ちよく過ごせる図書館は画期的で大変嬉しくありがたく思う（他の図書館
は私語厳禁でとても気を遣うので）ただ土日は平日よりも早く閉館してしまうのが残念。平日は19
時までで十分なのでせめて土曜は20時までお願いしたい。切実なのは食事。メニュー豊富なお店を
増やすのは難しいと思うが商店街と協力して移動販売のお店を積極的に募ってほしい。

図書情報館の閲覧スペースに食べ物を持ち込み、騒がしく話す人が多いので、飲食エリアを隔離し
てほしい。
話題の出来事に合わせた本の紹介をするなど、読書に親しみやすくする工夫がされている。

以前の図書館では子供が大きな声で話していると迷惑にならないか気になりましたが、今の図書館
は児童階が他の階と違うので他の人の迷惑になるかもとヤキモキしなくていいのが助かってます。
飲食については、飲み物だけにした方がいいと思いますが。




