
保育所・こども園・幼稚園の保護者（69件）

保護者用アンケート調査　自由記述欄

1.策定に肯定的な意見

・ブックスタートで頂いた絵本は、今でも親しみがあるのか時々「読んで」とお願いされる事が
　あります。よく中央図書館を利用させて頂いているのですが、児童用のコーナーがあり、本も
　見つけやすいので、ありがたいです。

・コロナがおさまったら図書館の読み聞かせに参加させたい。

・今は幼稚園でたくさんの本に触れさせていただいておりますが、小学校になっても「読書」の
　機会をたくさん作ってほしいです。

・ブックスタートとお話し会はありがたかったです。
・お話し会は平日が多かったので、稀にしか参加できませんでしたが、子供は楽しみにしていた
　ようです。
・子供が覚えた本をお話ししてくれるので、いろんな体験は大事だと思うので、子育てひと段落
　したら読みあげ側で参加したいです。

・読書は子供の想像力を豊かにするので、とても良い事だと思う。

・3か月健診の時に絵本を頂いて、その時に子供の名前の図書館のカードを作って頂けたことで、
　子供に本を借りて読んであげるきっかけを作って頂き感謝しています。中央図書館をよく利用
　しますが、子供の絵本がたくさんあってありがたいです。

・このアンケートをきっかけに読み聞かせを再開しようと思いました。各園へも本の提供がある
　と様々な本に触れられると思います。

・さまざまな本の読み聞かせをしたいと思っています。年齢別のオススメの本を紹介して頂ける
　とうれしいです。

・子供への興味を引き出すことが大切だと思う。

・ブックスタートは本がもらえてうれしかったです！！守谷の図書館のしくみ（本の冊数制限な
　し、コンシェルジュさんの存在）はすばらしいと思います。いつも感謝しています。

・絵本が身近にあること、親や身近な大人が楽しんで本を読み聞かせてあげることが何よりだと
　思います。

・とにかく興味を持ったなぁと思った本は手に取らせてあげて、見せてあげる。字がたくさんあっ
　て苦手だなぁと思う子は最初はマンガでも良いと思う。とにかく読むという習慣をつける事が
　大切だと思いました。

・必ず絵本一冊は読み聞かせる日々です。ひらがな、カタカナもさっさと読めるようになって、
　自身で絵本を開いて読んでいます。

・小さいうちはたくさん、色々な本に触れることはいいと思う。しかし、小学生にもなると好み
　の問題がある。小学校でやたらと読書を推進しているが、読んだ冊数でシールや賞状がもらえ
　るとなっており、子供にとっては数だけこなせばよいとなっている状況もみてとれる。
・本を推進することはいいことだと思うが、小学生以上の推進の方法は再考するべきだと考えま
　す。



・図書館司書の資格を学生時代に取得したものの、子供に本の楽しみを伝えられずずっと思い悩ん
　でいました。友人でアナウンサーの仕事をしている方が、最近Youチューブの配信で子供向けの
　ネットをはじめました。けれど、実際、親から読んでもらうのとは違いますね。守谷市としての
　取組みをもっと広めて子供たちが本を手に入れるフリーマーケットみたいな機会があれば楽しそ
　うですね。

・守谷市の活動は素晴らしいと思います！コロナ禍においても本の貸し出しを続けていただき、子
　供にとっては唯一の日常の変わらぬ楽しみでした。ありがとうございます。予約サービスもとて
　も充実していて、いつも利用させていただいています。

・Books are great!

2.策定に否定的な意見

意見なし

・親の手をかりなくても、自らの足で本を借りる場所に行けるようにすれば良いと思います。図書
　館や公民館内図書館以外の子供の行きやすい場所に出張する等。

・おはなし会等、本に親しむイベントの開催を望みます。

・図書館を返却ポストを駅前やイオンタウン等に設置曜日などがあると嬉しく思います。ポストだ
　けでなく、イオンなどで出張おはなし会などもあると参加しやすいです。

・上の子供（2013年産まれ）の時いただいた絵本バッグ（ブックスタート事業）より2016年産まれ
　の下の子供の時、質が落ちていて残念でした。上の子供の時の物の方が丈夫で使い勝手がよく、
　たくさん入ります。いただけた本も2冊から1冊になってしまったかと思うのですが（記憶違いで
　したらすみません）行政としてどれだけ力を入れているか判りますね。

・3・4か月健診は都内で受けまして、そちらでも同じように絵本いただきました!!絵本は子供と近
　い距離で一つの世界を共有できるとってもステキなツールだと思います！これからは子供自身で
　よむ本をえらぶ楽しみも増すように図書館にもっと行きたいです♪

・これからも新しい本をたくさん図書館に入れてもらえると嬉しいです。

・もっと最近の絵本を入れほしい→たまたま見かけてないようでしたらすみません…

・ブックスタートで年齢に合ったおススメの本の中からえらべたのがとてもよかったです。

・天気が良い日は、外で遊ばせたいなと思うのですが、雨の日は外に行かれないので、どこに行こ
　うか・・・と困ることが多いので、雨の日に読みきかせ会をやって下さるとありがたいなと思い
　ます。
・大学生のレポートチェックをすることが多いのですが、「この子本を読んでこなかったな…」と
　思ってしまう学生はよく分かります。小さい頃の読書習慣はとても大切だなと日々感じていま
　す。

3.図書館への意見・要望

・本の配布だが、3〜4か月健診時だけでなく、自分でひらがなが読めて、音読できるぐらいの時期
　(小学校入学ぐらい？)にもあったいいなと思う。

・年齢にあったオススメの本を教えてほしい。

・各年代や小学生の入学時にも素敵な本のプレゼントや紹介があると嬉しいです。



・中央図書館のコーナー（ひとつのテーマで本を集めてくださっているコーナー）がとても好きで
　す。いつもあの中から一冊は借りています。

・幼稚園などに、出張の読み聞かせ会を行っていただけるとありがたいです。(現在は難しそうで
　すが・・・)
・私はつくば市出身なのですが、子どもの頃、車での移動図書館サービスがあり、好きでよく利
　用していました。守谷でも(費用など難しそうですが)あると良いと思います。

・下の子の3、4ヶ月検診の時にブックスタート事業の本を頂きました。どの本も楽しく読ませても
　らっています。
・母親である私が小さい頃(15年前くらいまで)中央図書館を利用していたのですが、話したり音を
　立ててはいけないというイメージが強いので、乳幼児を連れて行くのは躊躇ってしまいます。声
　を出しても良い、子供達が友達と一緒に来て、一冊の本を一緒に見て笑い声をあげられるような
　エリアがあれば良いなぁと思います。

・定番の絵本はもう少し多めに揃えていただけると嬉しいです。予約してもなかなか借りることが
　できず、残念に思う時が多いので。
・保育園への出張お話し会とかがあると、保護者としては嬉しいです。園の意向はわかりません
　が。娘は折り紙や、塗り絵などのコーナーが大好きでした。コロナが落ちついたら、復活して
　いただけると嬉しいです。ぬいぐるみのおとまり会もしていただけると嬉しいです。今なら娘
　もよろこんで参加できそうなので。

・図書館の開館時間中も返却ポストを利用できるようになると、返却しやすくなるので借りるハー
　ドルがさがると思います

・中央図書館だけでなく、各公民館の図書室の情報をもっと広めてほしい

・守谷市の図書館には大変お世話になっております。現在2週間借りることができますが、小さい
　子がいるとカゼやその他の生活が忙しく返却までがとても早いと感じています。もう1週間延び
　て3週間になるといいなと思っています。私自身も本を読みたいのですがなかなか2週間ではキ
　ビシイです・・・。

・ちょうど紙芝居を借りたいと思っていました。個人で買うのが憚られるような形式の本(サイズ
　など)が図書館で充実していると良いと思います。今度図書館に行ってみます。

・図書館や保育園の目につくところへ、現在の年齢でのおすすめ絵本リストを置いて欲しい。赤
　ちゃん向けの絵本も家にあるため、現在どの絵本が年中さんに適しているのか分からない。

・保育所ではたくさん絵本を読んでもらっているようで、嬉しいです。家では主に図書館で借りて
　読んでいますが、年齢ごとにおすすめの絵本などが分かりやすく掲出してあるといいなと思いま
　す。

・早朝に図書館が開く日が欲しい。図書館自体ももっと広いと嬉しい。特にキッズスペースの充
　実。返却場所をコンビニと提携頂けると嬉しい。（海老名市の様に）

・子育て中はなかなか図書館に行くのもままならないので、司書の方の○歳児おすすめ本セットな
　どを作って、近くのコンビニなどで受け取れるようにしてくれると助かります。

・毎日読み聞かせをしてあげたいと思いながらできていない日々です。下の子（2歳）がもう少し
　大きくなったら2人を図書館に連れていき本を選ぶ楽しさ、読む楽しさを教えたいと思っていま
　す。返却箱が守谷駅にあればもっと借りやすいなと思います。

・昨年守谷に引越して来ましたが、図書館の児童書の充実ぶりにとても驚きました。コロナ禍で来
　館を控えておりますが、また利用したいです。



・図書館で本を選ぶのにまよいます。各年齢や性格に合う本をおすすめする一覧表などがあると
　ありがたいです。

・仕事をしているため、平日にゆっくり読み聞かせをしてあげる時間がとれません。図書館で好き
　な本を選ばせて置いていますが、子供が自分で興味をもって読んでもらえる方法を教えて頂きた
　い。土日祝におはなし会等のイベントを増やして欲しいです。

・貸出カードを失くしてしまうので、再発行が手間（時間がかかる）になり図書館から借りていな
　い。アプリなどで借りられると助かる。

・貸出冊数の制限がないこと、カウンターで探している本を一緒に検索してくださることなど、
　大変助かっています。いつもありがとうございます。

・読み聞かせ会や人形げきのようなものをコロナが落ち着いたら様々な場所で実施してほしい。
　小学校、中学校には、くつろいでゆっくり読書ができるスペースを作ってほしい。図書室に
　ソファーやハンモックを設置する等。

・ブックスタートの袋は私たちの代で生地が薄くなり、本を入れていたらひもが切れ、その時期は
　図書館に行かなくなりました。自分たちでしっかりした生地の袋を用意してからは2週間に一度
　必ず本を借りに行くようにしています。ブックスタートの袋の生地はしっかりしたものにしてあ
　げて欲しいです。

・ブックスタートの時に、図書カードの申請ができたことが、図書館へ行くきっかけになった。
　また、公民館等でも本が借りられ、助かる。本を事前に予約できて、探す時間が短くなり、
　コロナ禍でも、行きやすかった。

・守谷市の図書館は、本は豊富なので、とても満足しています。

・中央図書館を利用したいと思うのですが、イベントの時など駐車場がいっぱいなこともあるので
　子供と利用しづらいなと思うことがあります。人気な本は貸出予約が多く入っていてその場で借
　りられないことが多いです。
・自身が小さかった頃は自主学習をするときや雨の日に友人と遊ぶ時は近所の図書館を子供だけで
　利用することも多く、便利に活用していましたが、中央図書館は小学生の子供だけで自転車でい
　くにも不便な場所にあり、住まいのある松並青葉地区では子供は多いのに本に触れ合いやすい環
　境が整っていないのが残念に感じています。
・ひがし野に今後新しくできる施設に、子供達が本と触れ合える場所や学習スペース、本に関する
　イベント等があればとても理想的だなと思っています。

・子どもの本の扱いが雑でよくやぶるので、図書館の本はまだ利用できないが、将来的には利用
　したい。
・駅前など気軽に立ち寄れる場所で、借りられると利用しやすい。図書館は車でないといけない
　場所ばかり。フルタイムで仕事をしていると平日は寄れない。（時間がかかる）

・スマホ、タブレットを使用することが外出先だと多いので、電子図書絵本を使ってみたいと思っ
　ています。たくさん種類があるとありがたいです。

・コロナ禍で、なかなか図書館に行きづらくなった。オススメの本でも良いので非対面で受けとり
　ができるブックステーション的なモノ（場所）があると良い。ブックポスト（24H対応）の設置
　場所も増やしてほしい。幼稚園などで出張の貸出サービスがあると良い。読み終わった本を履歴
　で見れるアプリと連結してほしい。読んだことがある本の場所も表示されたら尚良い。貸し出し
　カードもアプリ化してほしい。よろしくお願いします。

・市外（県外）から最近転入しました。以前の街では駅前などに返却ポストもあり図書館で借りる
　（母・子）、父が出勤時に返却などでき便利でした。図書館の利用回数も今より多かったです。



・周りで図書館にほとんど行かない方も多いなと感じますが、コロナ禍で何となく心配で行きづら
　いと言う方もいて、親子で図書館に行く機会が増えたらと思いますが、今の状況だとまだ難しい
　かなとも思います。

・年齢が過ぎて読まなくなった本のリサイクル活動

・守谷に引越して来る前、転勤でいくつかの市に住んだが、ほかの市に比べて守谷図書館は子連れ
　への対応が厳しいと思う。
・小さい子供は、いくら図書館では静かにするようにと躾で言っても、限界がある。少しの笑い声
　で、「上の階から苦情が来てる」「他の客がいるから」と何度か怒られた。中央図書館と、中央
　公民館の図書館の2箇所。引越して来てから数ヶ月でこういうことが続いたので、それからは
　いくら子どもが図書館に行きたいと言っても、一年ほど行くのは控えた。子供が小さい頃こそ、
　たくさんの本に触れられる機会が欲しかったため、残念だった。
・それから、以前住んでいた市の図書館では、「本が破れた際は、自分で直さず、図書館で専用の
　テープで直します。」と張り紙があり、もし破ってしまったとしても焦らなくて良かった。しか
　し、守谷では、正直に少し破ってしまったことを言ったら、「ちょっと確認します。」と怖い表
　情をした職員が後方へ姿を消し、しばらくして出てきたら、「次回から破れがひどい場合は弁償
　してもらいますので！」ときつい口調で言われた。ビリビリに破ったわけでもないのに。こちら
　はたくさんの税金を納めているのに。
・本当に市として、子供の読書活動を推進したいのなら、図書館の建物の構造を変えるべきだし、
　（声が響かないようにする、子ども用図書館を別で作るなど）もう少し子連れに優しくしないと
　無理だと強く思う。

・両親共働きで毎日本を読んであげる時間が取れないのが悩みです。幼稚園でも本に触れる機会を
　たくさん作ってほしいです。

・コロナで保育所の絵本の貸し出しがなくなってしまったのがとても残念です。図書館までなか
　なか行けないのでまた貸し出しを再開してほしいです。

・産婦人科の出産、産後の教室に、児童心理学や幼児教育、よみきかせの重要性を加えることで、
　母親の意識は変わり、行動も変わり、全体として良い方向にいくと考えます。

・早い読み書き学習の推進

・紙芝居や絵本の読み聞かせを幼稚園でどんどんしてほしいです
・子供の読んで欲しい本をリクエストに答えて読んで欲しい

・車を持っていない家庭のために、たまに出張図書館（テーマつきで、本の数をおさえられる）や
　読み聞かせをしていただきたいです。場所は集合住宅の広場とかマンションのコミュニティルー
　ムなど。

・下の子になるほど、本を読んであげる機会が減りました。時間的に余裕がない事や、周りが騒が
　しく、落ち着いて読めないからだと思います。

4.学校等施設への意見・要望

5.その他

・図書館いつも利用しています。沢山絵本もあり、助かっています。トーマスや新幹線、シンカリ
　オンZに興味があるので、それらの本を増やして頂けると嬉しいです。これからも利用させて頂
　きます。



小学2年生の保護者（34件）

・少し前に守谷市の中央図書館の子供のコーナーを訪れた際、クイズに答え、全問正解すると粗品
　がもらえるイベントがありました。本の名前に関するクイズで、わからない場合のヒントも工夫
　されており、更に本に親しむきっかけになりました。また、おすすめの本をパッケージにして貸
　し出す取組みも素晴らしいと感じております。

意見なし

3.図書館への意見・要望

・小学校で、読書記録などを毎日取り組み意識としてとても良いとか思いました。おかげで、読書
　がとても好きになりました。

・ブックスタート、とてもよい働きかけだと思います。有難く頂いた本と本袋をフル活用していま
　す。もう8年使用中です。国語が一番好きな教科だと言っているのがすごく嬉しいです。ただ、
　今3歳の子の時に頂いた本袋が薄っぺらくなったことが残念でした。

・図書館だけでなく、公民館でも借りられてとても便利です。また、事前にネットからも予約がで
　きてコロナ禍でも助かりました。ブックスタートでは、図書カードの申込みも検診の時にできた
　ので、図書館に行くきっかけになりました。
・公民館でも本が読めるスペースがあると嬉しいです。
・人気の本が企業の寄付でたくさん入荷していたことがあり、こどもが喜んでいました。

・私が小学生の頃、年に数回、読み聞かせの会？の方が来校し、各学年ごとにその年齢に適した
　本を読んでくれる日がありました。是非子供達にもそのような機会があれば良いなと思います。

2.策定に否定的な意見

1.策定に肯定的な意見

・いつも行く公民館の図書館が17時までしかやっていないのでなかなか借りられず、貸し出し時間
　を伸ばして頂けたら嬉しいです。

・1才、年中の2人の子どもへの読み聞かせは習慣化しているものの、自発的に読書することに繋が
　るのか疑問。自分自身も、母によく読み聞かせをしてもらった記憶があるが、積極的に本を読む
　という習慣は身に付かなかった。
・また、図鑑など、子どもの興味を広げる本をいつから与えればいいのか分からず、とりあえず
　毎回子どもが選ぶ絵本を借りている状況。正解はないのだと思うものの、何才からはこういう
　本にチャレンジしてみよう、という情報を提供してもらえると親子の読書時間がより有意義な
　ものになるように思う。

・守谷市へ転入してきて、図書館での子供対象のイベント（お話会以外）が多く企画されている
　ことに感動しました。
・図書館内でのクイズやぬいぐるみのお泊まり会、季節の行事を反映した工作や塗り絵、毎回子供
　とワクワクしながら参加させていただいています。コロナ禍ではありますが、これからも色々な
　イベントを楽しみにしています。

・学年にあった本の選び方が知りたい



・学校で読書時間を確保して欲しい

・歩いたり、自転車で気軽に行ける場所に図書館がないので、小学校の近くなど行きやすい場所に
　図書館があったら良いなと感じる。

・図書館をよく利用するので読書通帳などがあると励みになると思います！

・ネットで読めるものも増えましたが、私は物理的に存在する本がとても好きです。特集をよく
　作ってくださっていますが、あれはどこかにアーカイブがあるんでしょうか？見たいなぁ。
　また、特殊装丁特集なんかも興味を引くかもしれませんね！

・新しい蔵書を増やしてほしい

・守谷中央図書館の駐車場が満車の時は、市役所に駐車しても良いですか？

・小さい図書館は子供スペースが他の人と同じフロアなので、おしゃべりや、その場での読み聞か
　せが出来ない。子どもが走ってしまったりが気になって、なかなか連れて行けずにいる。

・スマホや、タブレットが普及しすぎて、読む時間がなくなった。本より、実際動きのある画像に
　みんなシフトする。

・学校で目標とされる読書の数に漫画はカウントされませんが、漫画も漢字や表現方法を学ぶ上で
　は教材になり得ると思います。加えても良いのではないでしょうか。

・校内図書館からの貸し出し機会を増やしてほしい

・図書館の本（小学生向け）で新しい本を増やしてほしいです。とくに図鑑系は情報が古くなっ
　たりしているので、新しい情報を知りたいです。

・知人に教えてもらうまでは、高野公民館に図書室があることを知らなかった。中央図書館まで
　行かなくても、身近な場所に本が借りられる場所があることを学校などで教えてほしい

・小学生でも読むのが苦手でも読み聞かせは好きなので学校で読み聞かせ会などの機会が増えたら
　助かります。

・あまり本を読まないので、子どもが自分から本を手にするようなことをして欲しい。

・保健センターでも本を借りれるようにしてほしいです

4.学校等施設への意見・要望

5.その他

・学校で本を借りられる日が決まっているようだが、いつでも自由に借りられるようにして欲し
　い。週に2冊しか借りられないのは少ないです。

・本に触れる機会を増やすために学校で朝の会のあと、15分位など週に数回あるといいのではない
　かと思う。もしやっているとしたら回数をもっと増やすなど。

・図書館に借りに行く機会がなかなか持てないので、学校の図書館の種類の充実、市の図書館と同
　様に、冊数に上限を設けずに読める分だけ借りることができたら理想です。または週に5冊〜10
冊
　貸出可能にしてほしいです。

・学校の授業で読書授業を作って欲しい



小学5年生の保護者（56件）

・ブックスタートは、非常に良い事業だと思います。これからも頑張って下さい！
・あと、通っていた幼稚園で図書室の設置・本の貸し出しがありましたが、そのおかげでか、うち
　の子供たちは本がとても身近になりました。是非、市でも助成をしていただければと思います。

・あまり肩肘を張らず、好きな事があったらその分野の本、図鑑、雑誌を買ったり借りたり、好き
　が変わったりしたら、また新しい分野の本を見て、自然に知識や視野が広がったら良いなと思い
　ます。

・読書は赤ちゃんのときから必要だと守谷で子育てしたから教えられました。
・小さい頃はコミュニケーションに、少し距離が開いてくると共通の話題に。上の子の反抗期
　でも、読んであげた本の話をするとお互い強張った顔がほころびます。
・健診時ブックスタート、素晴らしい活動だと思い、感謝しています。これからも続いてほし
　いです。

・親自身が普段から本に慣れ親しんでいる様子を子供に見せたり、本の話をしたりして、読書を身
　近な環境に置く事が大切だと思う
・学校では先生が本をたまにでも良いので読んであげてもいいと思う

・日頃の読み聞かせと、近くにいる大人が読書する姿を見せること（我が家の場合、親が読書して
　いると子供も読み出すので）

・身近に本があるのが当たり前となるような環境が大事だと思います

・我が子は小さい時に本を接するようにしまししたが、あまり好きではない子に育ちました。それ
　は残念ですが、接しなかったらもっと嫌いだったかもしれません。本を好きになるかどうかはま
　ず接しないと始まらないと思います。ブックスタートなどは是非今後も続けて欲しいです。

・私達世代の義務教育では、読書への意識づけがあまりなかった為、私は読書があまり好きではな
　い。現在は学校からの取り組みのおかげで、子供達が読書が好きになったことは、本当にありが
　たいと思っている。

・学校の図書館で週１回本を借りてくるので読書の習慣は付いてきているように思う。
・文字を読むのが辛いこともあると思うので、漫画などの貸し出しが増えても良い気がする

・本を身近に感じられるように、オススメの本などを定期的に頂けるようにする。

・子どもは周りの友達が読んでいる本に興味を持つので、子ども同士で本の話をする機会が多いと
　良いのかもと思います。

・子の発育・教育にとって読み聞かせや読書が重要であることは認識しているが、フルタイム共働
　きのため時間がとれない。

1.策定に肯定的な意見

・読書で知識がつく事も大事だが、何より本を読む事を楽しんで欲しい。なのであまり強要は
　したくない。

・図書館が遠いので、図書カードがあれば、家計にも優しいと思う。

・オススメしたい本をクラスで発表させるなど、読まざるをえない環境を用意



・本がすぐ子どもの手の届く範囲にあること、そして、周囲の大人が本に興味を持ち、そこで得た
　情報を子どもの世界とリンクさせて広げてあげる事が大切だと思います。息子は学校の司書の先
　生からのお勧めの本をよく読みます。本の面白さを子どもが理解できるようにお勧めして下さる
　ので、足繁く図書室に通うようになったようです。

・守谷市に居住する時に、素敵な図書館かあることも決めての1つになりました。本当は、子ども
　たちと一緒にもっと図書館を利用したいのですが、共働きの為にスケジュールが厳しい為、図
　書館までいけないことも多く、夜中でも注文できて、翌日に自宅に置き配で届けられるamazon
　が便利で利用してしまいます。
・子供が通っている、寺子屋風の塾「松陰塾」には、取手市の図書館と連携して、毎月何冊か、
　図書館から借りてきた本が置いてあり、休憩時間に子どもが自由に本を読むことができるミニ
　図書スペースができています。今は子ども達も習い事などで、忙しいので、このような場があ
　れば利用しやすいかと思います。
・図書館の維持に務めるスタッフの方々は、コロナ禍の中、消毒等で大変かと思います。図書館に
　足を運ぶことができておりませんが、本好きの者にとって、ズラリと本が並んだ空間で、ゆった
　りと読書ができる時間は至福の時です。いつもありがとうございます。

・子供の興味をひくような、幅広いジャンルの最新書を、図書館で常に借りられる状況であると
　有り難いです。

・読書通帳のような自分の読書履歴がわかるものがあったらいいと思います。

・小さい子向けの読み聞かせが多いので、もう少し高学年の子も楽しめる読み聞かせの会があっ
　たら、また参加したいです。

・公民館の本をもっと充実させてほしい。予約をすれば別の場所に設置されている本も借りれる
　が、ネットから検索するのではなく、子供が実際色々な本を手に取りながら選ばせたいので。
・自宅から近いのが公民館なので公民館図書数を増やしてほしい。
・中央公民館がキッズスペースは広いが小学生が読むスペース(机)が少ないし受付目の前なので
　読みづらい。

・中央図書館以外の公民館の図書室にももっとたくさん本を置いてほしいです。

・読み聞かせをすることで、色々な世界に興味を示していました。子供には可能性があります。
　豊かな感情を育てるために、もっと身近で本を読める環境が必要だと思います。例えば近所の
　大人が子供たちを集めて読み聞かせをするとか。子供食堂とかと連携して、コロナの心配がなく
　なったら、そういうのがあると子供達が集まると思います。

・コロナになる前はよく利用していました。収束したら利用したいです。新しい本が沢山ある事を
　期待しております！

・ブックスタートの活動、とても良いと思っております。
・小学校に上がってからは特に、オススメの本の紹介を知る機会が少なくなった様に感じます。
　興味の方向性が多種になるので、紹介をするのが難しいのかもしれませんが、図書館にあるオ
　ススメ本を知る機会(例えば、広報や学校に手紙の配布など)があるといいなっと思います。

3.図書館への意見・要望

・取手市のように図書館の本が学校の図書室で借りれるようになって欲しい

・赤ちゃんへのブックスタートだけでなく、小学生等を対象にした事業もあると良いと思います。

2.策定に否定的な意見

意見なし



・コロナが収まったら読み聞かせを復活させてほしいです。また、高学年が低学年の元へ行き、
　読み聞かせをする機会があるといいと思います。

・本の選択が難しい事もあるので、福袋のような機会が増えて欲しい。

・守谷市の図書館は、貸し出し数に制限がなく、子どもが興味を持ったものを全て読ませてあげる
　ことができ助かっています。このまま続けて欲しいと思います。

・コロナ対策の為、図書館でゆっくり過ごせないこと、児童書自体が古いものが多く魅力を感じな
　い。自分の幼少時は移動図書館が頻繁にあり、本が身近なものであった。身近に思えないから本
　から遠ざかっていると思える。読解力をみにつけるためにも読書の必要性を伝えてほしい。

・シリーズの本(日本の歴史、偉人、サバイバル、ぞろりなど)が各分類、タイトルごとに配置され
　ていますが、シリーズでまとまっていると興味を持ったシリーズの本を読破しやすいかなと思い
　ます。

・新しい本があればいい

・図書館は幼児向けの絵本が充実してて魅力的だが、小学校の中学年、高学年向けにも魅力的な本
　をどんどん取り入れてほしい。読書より、体を動かす事が好きな男子にも、読書の習慣がつくよ
　うな魅力的なイベント等があれば良いなぁと思います。

・図書室の本の充実。低学年からの読書の奨励。担任の先生などによる読書実績の毎日の確認。
　読書時間の確保。読書を楽しいと感じる教育。

・学校で読書時間を確保して欲しい

・図書館が遠いから不便で、借りたくても借りる時間がない。駅前に来て欲しい。

・図書館の子供用の本を増やして欲しい。人気がある本だと予約をしても先になる事が多く、続き
　が早く読めなく、諦めてしまう事が多い。

・どこかの図書館で実施している通帳性で貸出をするとスタンプラリーのようで借りてくれるのか
　と思う。

・コロナ禍でももっと本が借りれるように、移動図書館が充実すると良い。

・学年別のおすすめの本を掲載してほしい

・図書室の本をもっと増やして欲しい。

・学校で読書の時間を設けてくださってるのはいいと思います。図書館の予約システムを利用して
　います。

・コロナ禍で学校図書室の利用日や時間の制限の中で読んでみたい図書が決められずに過ごしてい
　るとの事。司書の方へも気軽に話し掛けられないし、ほぼ自分が読みたい学校図書は読み終えた
　ので、司書の方が学級単位で借りに来た際、一人一人に声掛けをしお薦め本を発信して頂けると
　子供が相談しやすい環境が出来ると思います。書店のポップのような工夫をして頂くと読んでみ
　たいとなりますね。

4.学校等施設への意見・要望

・学校での読書の時間をもっと増やしてほしいです。



中学2年生の保護者（55件）

・学校で毎日読書の時間があり、最近読書の楽しさがわかってきているので　きっかけが大事だ
　なぁと思います。

・ブックスタート事業はとても良かったと思います。

・子供が本を読む事で特別勉強しなくても知識を吸収していることを感じているため、今後も推進
　していって欲しい。

1.策定に肯定的な意見

・読書感想文を夏休みだけではなく、月に一回とかの宿題にする。

・読書量は学力に比例すると思うので幼い頃から本に親しんでいく活動はとてもいいと思います。
　ブックスタートは続けて行ってほしいです。

・学校で、朝の会や帰りの会等、5分程度でいいので読書をする時間を設けて頂けると良いのでは
　無いかと思います。

・小さい頃にもっと本を読んであげればよかった

・娘のことですが、名作を短く要約して短編集のように1冊にまとめている本が好きで、よく読ん
　でいます。いろんな物語を読むのはいいけど、原作にしかない面白さもきっとあると思うし、
　結末がなかなかわからないもどかしさなども味わってほしいと思うのですが…
・面白い本をたくさん子どもたちに紹介してほしいです

・種類を問わず、好きなものを読ませる(漫画も)。おこづかいで自分で本を買うようにする。

・自分の考えや人の考えを意識し、知識を得たいと思うようになった

・漫画本ばかり読むので、物語や小説の面白さを伝えて欲しい

・本は読むが、漫画形式のものばかりで、それが悪いとは言わないが学年も上がってきたので活字
　の本も読めるよう年齢に合わせたオススメなどを教えて頂けるといいな、と思います。

・スマホやタブレットでの動画の方が魅力があるので本離れが目立ってきた。

・たくさん本を買ったり借りたりする。

・コロナ禍なので、気楽に図書館に行くことが出来なくなってる。

・本に慣れ親しむ時間が大切だと思います。読書を決めた時間にするなど。

・読書感想文の本はプレゼントしてほしい。

・無理強いをしない。読んだ数を競わせない。授業中だろうが常に学校図書室を解放して、現実が
　辛い子供が自由に過ごせるようにする。

5.その他



・幼少期の読み聞かせが読書好きの基礎になっていると思います。

・嫌いな子に強制はしたくないしそれぞれの個性もあるので、読書好きな子の興味が深く広くなる
　ような活動が良いと思います。

・よいことだと思う

・漫画を含めた多様な読書体験を許容する活動を推進していただきたいです。

・読み聞かせは本を好きになるきっかけとしては良いが、小学生高学年～中学生では、自分で本を
　読む習慣をつける方法を、少し工夫できるといいと思う。

・小さい時は、毎日寝る前に本を読んであげる、面倒でもその時間だけは作ってあげる。毎月届く
　絵本を活用していた。450円くらいで安価なものに作り替えるのもいい。大きくなったら、同じ
　本を読んで、お互い感想を言い合う。

・読んだ本の感想を言い合ったり、お勧めの本を紹介し合う機会がもっと増えれば良いと思い
　ます。

・小学校ではよく本を読んでいても、中学校に入ると読まなくなる子が多いので、何か図書館と中
　学校が連携して推進活動ができるとよいと思います。

・とても良い事だと思います

・最終的に子どもが能動的に読書を選ぶようになることが望ましいと考えます。そのために先ずは
　子どもたち自身が本を楽しいと感じなければなりません。
・読書を習慣としない（したいけれどできない）親御さんもおられるでしょうが、読み聞かせや読
　書が育児の一助となることを理解してもらえるような働き掛けが必要だと思います。
・産後を迎えたご家庭は何かと忙しくなりがちで習慣を増やすことは根気のいることなので、でき
　たら妊娠中に行える赤ちゃんとの触れ合いの一環として「お腹の中の赤ちゃんへ読み聞かせ」を
　お薦めするのも良いかもしれません。

・スマホ中心の生活になっている中で、読書に興味が持てるように本の面白さを教えてもらいたい
　です

・なぜ読書が良いのかや、そのメリットが何なのかを子どもが理解してくれればと思います。

・私が小学生の時、決まった日に近くの公園に移動図書館が来てくれました。
　図書館が遠かったので、この日を楽しみにしていました。
　公民館・図書館が遠い子供達にあると良いなと思います。

2.策定に否定的な意見

意見なし

3.図書館への意見・要望

・幼児期にその時々で年齢や興味に合った良い本に巡り会えたことで本が大好きになったようで
　す。今では私も読めない量を読破していますが、小さい頃は親子で図書館や保育所で借りた本を
　楽しみました。ブックスタート事業も図書カードを作るきっかけになりましたし、赤ちゃんと家
　族にとって素敵な施策だと感じております。
・図書館をもっと利用したいのですが、立地上機会が少なくなってしまい残念です。日々の生活圏
　内という点で、守谷駅での貸出/返却(ブックポスト)の仕組みがあると嬉しいです。

・乳幼児だけでなく、それ以降もその歳にあった本の配布などをしてくれると、本を読むきっかけ
　になったりすると思う。



・図書館の本を増やしてほしいです。また、漫画なども置いていただけると図書館に行く機会も増
　え、多くの本に出会うきっかけになると思います。

・小学生でもアカウント作れるようにして欲しい。沢山借りた場合、返す本が全部あるかわからな
　い。ネットで予約したい。

・中学校では読書タイムがあるようなので、とても良いと思います。図書館で借りた本でも学校で
　読んで良いとしてほしい。良いと思っていたら、小学校の先生には図書館で借りた本は学校に
　持って来ては駄目だと言われた。
・本を買うのはお金がかかるので。沢山の本が読めなくなります。

・お話し会はとても有意義な時間で公民館でもやってもらえたら良いなと思った

・学校で読書の時間があるのがとても良いと思います。読書が好きな子は、時間を見つけ読書しま
　すが、そうで無い子は学校で習慣にすると読書のきっかけになると思います。

・学校と協力して、読書の機会を増やしていけたらいいと思います。
・読んでみようと思うきっかけになるような本の紹介だったり、子供同士でも紹介しあったりする
　ことで、まずは興味を持ってもらうのがいいのではないでしょうか。
・そのうえで、図書室だと限られてしまうようであれば、図書館と連携して学校で予約したら持っ
　てきてもらえるようなことができたら凄くいいと思います。

・学校での朝読書の時間はとても良いと思います。これからも、続けて下さい。

・取手市のように、学校と市立図書館のカードが共通して使えると良いと思います。

・家ではなかなか読書する時間がないので、学校でその時間を設けているのは有り難いです

・学校の授業カリキュラムの中に読書する時間を少しでも取り入れたり、子どもたちがこんな本を
　読んでこんなところが面白かったなど、お勧めし合う時間があったら良いと思う

・学校で読書の時間を設けて頂いた時は、読書に大変興味を持っていたので、またそのような時間
　を設けて頂けるといいのではないでしょうか。

・子供達へおすすめ図書を紹介するお手紙の配布を行う。学校の図書室をもっと魅力的に工夫す
　る。(おすすめ図書を中心に子供達が手に取ってみたくなるポップの作成、レイアウトなど)月
　に一度、先生方も含め(先生が共に読書する事が非常に大切だと思います。)それぞれの読んだ
　本の紹介カードを作成させ発表の場を設ける。

4.学校等施設への意見・要望

・学校の図書室にもっと子供が読みたくなる本を置いて欲しい。

・図書館で読書通帳など実施し、小さな頃に本を読むきっかけを与えてはどうか。

・守谷市の図書館にはいろいろな本がそろっているので、毎週末、家族で行くのが習慣になってい
　ます。これからも利用したいと思っています

・市の図書館のように、中学校の図書館も放課後解放し生徒が自由に読者や勉強できる環境が
　ほしい

・久保ケ丘に住んでいますが、図書館が近くにあると嬉しいです。

・ブックスタートだけではなく、小・中学生にも本の配布などがあれば読むきっかけになるのでは
　ないかと思う。



・我が家は４人中３人の子供が本を読み過ぎではないかと心配です。コミュニケーション能力が落
　ちたり、目が悪くなるなどの心配をしています。もちろん、読むことは成長過程でとても大切な
　ことと思っておりますが、何でもホドホドにが良いのではないかと思います。

5.その他

・図書館に行っても、小学校低学年向け、中学年、高学年、中高生向けなどの分類もないため、
　自分でネットか図書館で子供に向いてそうな本を探さないといけなくていつも大変だなと思う。
・人気の本、年代別のおすすめのタイトル紹介があるといいと思う。
・小学校以降の読書習慣は、親と図書館にどれだけ行っているかによるなと周りを見て感じてい
　る。親子で行きたくなるきっかけがもっとあると、利用者も増えるのではないかと思う。
・図書館で、子供に人気の前からある本が古くなっている。また、新しく読みたいと思う本が少
　なく感じる。子供向けの本の充実を望みます。
・小中学校で読書の時間が増えたのはいいと思う。でも学級文庫が充実しているかは学年によっ
　て偏っている感じがする。また、本がとても古くなっていると思う。各家庭で家で眠っている
　本も多いと思う。保護者からの寄付も含め、学級文庫の充実も子供の読書習慣のためにはとて
　もいいのではないかと思います。

・週１日１５分程でいいので、学校で読書の時間を作って欲しい。友達や周りの人がどんな本を読
　んでいるのか知る機会が増えるといいと思います。

・学校でじっくり読書する時間を設けてほしい。家では、どうしてもゲームになってしまうので…

・うちの子どもは内気で、休み時間になると学校の図書室に行っているようです。そこでは司書さ
　んなのか、そっと温かく見守ってくださっているようで、時に本を紹介してくださる事もあるよ
　うです。
・中学校生活、素敵な図書室があって良かったなと、思っておりました。ありがとうございます。
・これからもどうぞよろしくお願いします。

・小さい頃、毎日3、4冊の本を読んであげていましたが、上の子は自分で読むのが好きになり、
　下の子は「読んでもらう」ことが好きになったため、自分ではあまり読まない状態になりま
　した。下の子のことを考えると「自分で読んで喜んでもらう」経験を積ませてあげればよかっ
　たなと思っています。

・家にいる時間が少ないので、時間を作るようにしている

・学校の図書室の利用学年を設定せずに、もっと自由に利用出来たら、読みたいと思ったタイミン
　グを逃さないと思いますし、もっと本が身近になると思います。

・学校の読書時間に子供が自分で選んだ本を読むだけで無く、成長や勉強に合わせた本を学校から
　推薦したり、子供同士で読んでいる本の話をする時間があると、新しい発見があり、視野が広が
　ると思います。

・小さい頃から図書館を利用していましたが、コロナ禍により本屋やネットを利用して購入するこ
　とが多くなりました。本代が馬鹿にならないので図書カードなどの補助があると嬉しいです。図
　書室も行きやすい雰囲気や品揃えがあると良いのですが。やはり活字は大切だと思います。学校
　での読書の時間ありがたいです。

・そもそも、活字の本にあまり興味がないようなので、「面白そう、読んでみようかな」と思わせ
　る事が大切ではないかと思います。今くらいの時期になると、本屋には、読書感想文の為の本
　が、学年ごとに紹介されています。夏休みだけではなく、年間を通して、中学生向けのオススメ
　本も色々と紹介していただけると、もう少し興味を持つようになるかと思います。

・学校の読み聞かせサークルに参加していますが、コロナで活動が縮小されて残念です。サークル
　の人数が増えてきたのは嬉しいことです。我が子だけでなく学校の児童と本を楽しみたいです



・子どもが読み聞かせを嫌がり読んであげなくなってしまった。今となってはもっと読んであげれ
　ばよかったと思うので、うまく聞かせられる方法を知りたかった。図書館が学区内にないので
　もっと近くにあればよかったと思う。

・本好き以外の子供は読書の時間を強制的に用意しないと本は読まないのではないか
・スマホ、ゲームをする為の時間を作る方が基本、熱心

・本を読む時間がもっと確保できたらいいのにと思います

・ゆっくり本を読む時間がとれたらいいのにと思います

・デジタル、アナログ両方の良さがありますが、読書は紙が好きです
・表紙や重さや手ざわりなど、皆が体感して欲しいです

・授業で習うような文学書や推薦図書等を読むのはためになるし良いとは思いますが、読書が好き
　ではない子には苦痛でしかなく、ますます本が嫌いになると思います。映画やドラマの原作本は
　一度映像で見ているので活字になっても映像が頭に浮かび、一気に読んでしまいます。一人ひと
　りが興味のある本を読むことから始めてみると意外と読書嫌いを克服するきっかけになるのでは
　ないかと思います。


