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第19回図書館総合展　アンケート集計結果報告 #02：展示ブース・ワークショップ編

※各表における割合については、全て小数点以下第2位を四捨五入し整理しており、各表における割合の和と合計欄の数値が異なる場合あり。

■来場者数

・ブース来場者数（日別） ・ワークショップ参加者数（日時別）

7日 513 1回目 2回目 計

8日 512 8日 7 12 19

9日 595 9日 4 7 11

計 1,620 人 計 11 19 30 人

■アンケート集計結果

ブース 102

ワークショップ 30

計 132 枚

・ブースアンケート集計数（日別） ・ワークショップアンケート集計数（日時別）

7日 39 1回目 2回目 計

8日 32 8日 7 12 19

9日 31 9日 4 7 11

計 102 枚 計 11 19 30 枚

会場 パシフィコ横浜　展示ホールD

ワークショップ担当
共読サポーターズ（帝京大学学生）
補助：メディアライブラリーセンター職員

対象 図書館関係者、一般、学生

来場者数 1,620名　（　内ワークショップ参加者　30名　）

イベント名

第19回図書館総合展ブース・ワークショップ
ブース：小間番号（56）
ワークショップ：帯作りワークショップ

主催 帝京大学メディアライブラリーセンター

日時

＜ブース＞
2017年11月7日（火）～9日（木）　10：00～18：00
＜ワークショップ＞
2017年11月8日（水）　①10：45～11：15　②14：15～15：45
2017年11月9日（木）　①13：00～13：30　②15：15～15：45
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■来場者の内訳

A.職業　※複数回答有

54 40.9%

3 2.3%

42 31.8%

17 12.9%

13 9.8%

3 2.3%

132 100.0%

（注１）学校司書、議員、公務員、一般　など

Ｂ.館種（図書館職員の場合のみ）　

23 38.3%

20 33.3%

13 21.7%

3 5.0%

1 1.7%

60 100.0%

（注２）企業ライブラリー

■アンケート集計結果

[１]　ブース全体をご覧になっていかがでしたか？

大変良い 88 66.7%

良い 39 29.5%

普通 0 0.0%

良くない 0 0.0%

大変良くない 0 0.0%

無回答 5 3.8%

計 132 100.0%

[２]　（参加された方のみ）ワークショップはいかがでしたか？

 大変良い 19 54.3%

良い 15 42.9%

普通 1 2.9%

良くない 0 0.0%

大変良くない 0 0.0%

計 35 100.0%

※ワークショップ参加者がブースアンケートも重複して回答
しているケースもあるため、参加者数とは一致しない。

専門図書館

計

その他（注１）

無回答

計

大学・短大図書館

公共図書館

学校図書館

その他（注２）

会社員

図書館職員

教員

学生

88 39 5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変良い 良い 無回答

19 15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変良い 良い 普通

図書館職員
40.9%

教員
2.3%

学生
31.8%

会社員
12.9%

その他
9.8%

無回答
2.3%

A.職業

大学・短大

図書館
38.3%

公共図書館
33.3%

学校図書館
21.7%

専門図書館
5.0%

その他
1.7%

B.館種
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[３]　このブースの空間デザインはいかがでしたか？

大変良い 100 75.8%

良い 27 20.5%

普通 1 0.8%

良くない 0 0.0%

大変良くない 0 0.0%

無回答 4 3.0%

計 132 100.0%

[４]　共読サポーターズ（学生）の応対はいかがでしたか？

大変良い 103 78.0%

良い 22 16.7%

普通 1 0.8%

良くない 0 0.0%

大変良くない 0 0.0%

無回答 6 4.5%

計 132 100.0%

[５]　「共読ライブラリー」の取り組みについて評価してください。

大変良い 91 68.9%

良い 32 24.2%

普通 1 0.8%

良くない 0 0.0%

大変良くない 0 0.0%

無回答 8 6.1%

計 132 100.0%

100 27 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変良い 良い 普通 無回答

103 22 6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変良い 良い 普通 無回答

91 32 8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変良い 良い 普通 無回答



4 

［６］ このブース出展をどこで知りましたか？（複数回答可）

帝京大学ホームページ 0 0.0%

メディアライブラリーセンターホームページ 1 0.8%

図書館総合展ホームページ 14 10.6%

図書館総合展招待券 18 13.6%

友人・知人からの誘い 4 3.0%

会場にて 82 62.1%

その他（注３） 8 6.1%

無回答 5 3.8%

　 計 132 100.0%

（注３）毎年来ている、先生からの誘い　など

［７］本学のフォーラムに参加され（申し込まれ）ましたか？

　　（11/7 :「形だけの学生協働を超えるポイントはこれだ！仲良しクラブで終わらせない！共読アスリート育成術」）

はい 5 3.8%

いいえ 121 91.7%

無回答 6 4.5%

　 計 132 100.0%

メディアライ

ブラリーセン

ターホーム

ページ

0.8%
図書館総合

展ホーム

ページ
10.6%

図書館総合

展招待券

13.6% 友人・知人

からの誘い

3.0%
会場にて

62.1%

その他

6.1%

無回答

3.8%

はい
3.8%

いいえ
91.7%

無回答
4.5%
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■ブース・ワークショップについてのご意見（自由記述欄）

１）ブース全体をご覧になっていかがでしたか？

●「共読」に共感
・一人で終わらない読書というコンセプトに共感しました。

・発想が新しくて、どれも驚きました。

・取り組みについて聞き、展示を見て、本を買い、とても楽しい体験でした！

・図書館を活性化させる試みであると同時に、学生の方が主体的に楽しみながら活動されていて素晴らしいです。

・充実した活動、毎年素晴らしいです。

・図書館というより、広い意味での読書推進から図書館創りについて触れていて、素晴らしいと思います。

・図書館が盛り上がっていて、良いと思いました。

・人柄を感じられる部分に共感出来ました。

・大学の取り組みとして非常に興味深い。

・本を読んでもらう、という姿勢・思いが強いのだと感じた。

・前回に比べて、新たな取り組みを行って、また、既存の活動を継続・発展しているのが伝わる。

・新しいアイデアが多い。

●企画に興味
・一箱古本市やオノマトペのスタンプで気軽にコメントを入れられたりなど、利用者が積極的に参加出来る工夫がたくさ
ん見られて、とても参考になりました。

・一箱古本市の箱・本が実際に見られて良かった。

・一箱古本市が参考になって面白かった。

・共読古本市とコメントマーケットが気になる。やってみたい。

・学祭の展示がそのままの状態で見ることが出来て良かった。

・様々なジャンルの本にまつわる事を知ることが出来た。

・全員が一同に集まらなくても、出来ることが沢山あるということを感じた。ブックバトン取り入れてみたい。

・オカモチがユニークだった。

・MITO展など、未来の図書館を考える参考になりました。

・有名人の方とつながるプロジェクトが面白いと思った。

●空間演出が良い
・良い意味で大学図書館らしくない展示で、それを叶えられる環境が素敵です。

・とても参考になり、興味が湧きました。

・すごく立派な展示で、とても参考になりました。本棚がすごいなと思いました。

・初めて見た時、大学が出しているものとは思わなくて驚きました。

・アイデアが満載でとても楽しかったです。

・新しく工夫されたデザインが多く、目に止まることが多かった。

・とても工夫されていて興味深く拝見しました。

・ところどころに素敵なアイデアが散りばめられていて、とても居心地の良い空間でした。

・工夫がすごいし、センスもよい。

・毎年とても面白くて、様々な工夫を感じられて、良い刺激になりました。

・他にはない構成で、ブースの中で目立っていた。

・一番最初に目を引いて、どこのブース（企業含め）よりも一際目立っていてすごいなと感じていました。

・相変わらず迫力のあるブースでした。デビットボウイが良かったです（笑）。

・レイアウトにひかれました。

・全体的にとても魅力的でした。

・とても館内で目立ちました。

・一つ一つ見入ってしまう、ひきつける空間になっていました。
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・全体的に大がかりで、どれもとても工夫が多くされていました。

・色々詰め込まれていて面白いです。

・色使いがワクワクするような感じで素晴らしかったです。

・立体的であり、アナログな面もあり非常に個性的。

・平面でなく立体空間として構成されているところ。

・ブックカフェのように居心地が良いですね。手作り感が何とも親しみやすいです。良いアイデアいっぱいもらいました。

・それぞれ個性があって楽しいです。

・良いブースです。近くで見たいと思いました。

・展示の仕方が立体的で空間が活かされていると感じた。緑の統一感も良かった。

・黒板型の書架など空間を大事にされていて良かった。

・楽しい空間、おしゃれな空間になっていて、図書館の雰囲気があります。

●黒板を使った展示が良かった
・声を掛けて頂いて、案内をしていただきました。黒板という学校らしさを感じました。

・落ち着きのある、オシャレな空間でした。昨年もでしたが、黒板のインパクトがあり、目を引かれました。

・とにかくおしゃれで素敵です！！細かいところまで凝っていますね。黒板の本棚、良いですね！

・黒板がかっこいい。

・共読らしい黒板ブースがかっこいいです。

・ブースの中の本棚が素敵です。

・黒板本棚がとても良い。

●展示が工夫されていて良かった
・ディスプレイが素敵。足が止まりました。

・本の棚の作り方が、とても楽しく興味深かったです。

・本の配置がオシャレ。黒板がまた良い。

・普段見ている図書館の本棚と違って色々な置き方や紹介の仕方があって面白かったです。

・様々な展示法があり面白かったです。

・こだわりのある配置でよいと思います！

・展示センスが良くて、目を引く。

・棚にデザイン性があってとてもよかったです。

・展示が楽しかった。

・レイアウトがステキでした。

・展示物がバラエティーに富んでいて、おもしろかった。

・レイアウトが遊び心があって、見ていて楽しかったです。

・ジャンル分けや棚のつくりかたが工夫されていて見て楽しかった。

・ワクワクする展示が多くて、とても楽しかったです。

・公共図書館でも応用できそうなディスプレイもあり、勉強になった。

●楽しいブース
・ユニークでたのしい！

・毎年、個性的にしっかり作られていて楽しいです。

・すごいわくわくしました。

・おしゃれでした。

・見ていて楽しかったです。

・非常に分かりやすい。実物があって楽しい。

・自分の大学には無いものばかりなので面白かった。

・いろいろな展示があって楽しかった。
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・毎年何か新しいことにも挑戦していて、見に来るのが楽しみです。今年も見応えたっぷりでした。説明も詳しく分かりや
すかったです。

・楽しい雰囲気で思わず立ち寄りました。

・立体的な展示で目が楽しい。

・説明者も含めて楽しかった。

・解りやすくて良かったです。

・黒板と本棚で囲んであって、遠目にも楽しそうでした。活動内容も様々で良いと思いました。

●学生の棚、活動がよかった
・学生さん達の手作り作品や棚が面白かったです。

・学生の潜在能力に驚きました。

・テーママトリクス、とても棚を見るのが楽しいです。

・棚作りのコンセプトが面白かったです。

・説明を聞いて、一人一人が棚を担当しているのがいいと思った。

・本棚が高く目を引かれ、説明を聞きました。自分で一つのスペースをプロデュースする活動がおもしろいなと感じまし
た。

・学生目線の選書が興味深かった。

・学生主体の自由な発想を生かせている気概が伝わります。

・学生の皆さんが思い思いのおススメ本を展示されている自由さが感じられるステキなブースでした。

・アイデア、学生たちの創造性。

・学生っぽく、元気がありました。

・学生の発想力の面白さが前面に出た、楽しいブースでした。

●その他
・とても楽しそうなブースだなと思いました。あえて言うなら、どこから見ると良いかが良く分からなかったです。

・アカデミックな書籍の扱いが気になった。

２）（参加された方のみ）ワークショップはいかがでしたか？

●「帯づくり」「共読」の楽しさを実感
・目次から本の紹介をするのはおもしろかったです。

・目次だけでキャッチコピーが書けるので驚きました。

・普段実は目次を読むことはないので新鮮でした。

・目次だけで、帯を書くというのは初めてですが、本の中身は何だろうと想像できて楽しかったです。

・実際に帝京の学生が受けると聞いて驚きました。目次しか読まずにキャッチコピーまで作るというクリエイティブなのが
凄いです。

・いろいろと今まで気づかなかった事を気づかせてもらった。一段と本が好きになりました。

・時間が限られている中で濃い内容でした。

・自分の帯と本の中身が全く違っていて、ショックでした。面白かったです。

・思いの外、簡単に言葉が出てきました。目次だけでもわかるものですね。

・実際に帯を作ってみる作業が楽しかったです。

・ふだん読まないような本にも触れられた。

●楽しかった
・とても楽しかったです。

・久々にワークショップをやり楽しかったです。

・楽しかったです。キャッチコピーの文字を大きく書きすぎてしまいました。

・おもしろい取り組み。

・楽しかった。やってみたい（学校で）。

・楽しかったです。個人ワークとグループワークの混ぜ方、また司会進行も見事でした。
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●今後の参考にしたい
・初めて共読を知ったが30分でもとても興味が出ました！大学だけでなく図書館（公共）でもやると楽しいし、本を読む
キッカケになりそうです！

・気軽に本と出会える方法を知れて、ぜひ実際にやってみたい。

●「共読」できた
・短時間で難しさも感じましたが、隣の人との共読は、1人の読書ではできない良さがありました。

・息子世代と本について話ができて良かった。

・帯づくり、おもしろかったです。グループ内で話す時間も楽しかったです。

３）このブースの空間デザインはいかがでしたか？

●インパクトがあり、興味を惹く
・とても目に入ってきて、見やすいです。

・ブースの中で一番目立っていました。素敵です。

・総合展で一番目立つ。

・ブースの空間が気になったので立ち寄った。

・ちょっと変わっていて人目を引き、良いです。

・遠目からでも目を引くデザインでした。

・遠くからでも目を止めるやぐらのデザインにひかれました。黒板製の書架も素敵だと思います。

・高い本棚が特徴的で、遠くから見てもひかれました。

・思わず入ってしまうデザインでした。「○○する図書館」、ヨシタケシンスケさんの本のようで面白いです。たくさんの方
の力を借りて素敵な書棚を作られているなと感じました。

・雰囲気ある空間でかなり目立ち、思わず立ち止まってしまった。

・ユニークで独創的、自由な雰囲気がします。

・外側から見てみても目立っていて、ひかれてのぞきました！とてもオシャレで、カフェのような空間だなと思いました。

・高さと色彩に変化があり、楽しめました。

・立体的な本棚に圧倒されて引き寄せられました。近くには雑貨屋さんみたいな装飾が施されていて感動です。

・本棚ヤグラも、WEB本棚も、我々の業界では思いつかない新しい発想なので、刺激になりました。

●開放的で見やすかった、落ち着く空間だった
・入っていきやすい雰囲気であった。

・入っていきやすい作りです。

・立ち寄りやすかった。

・全体が見やすかったです。

・開放的、だけど入ると「中」にいる感じけっこう強くて寛ぎます。

・開放的で良いと思います。

・見やすかったです。

・カフェのような雰囲気でとても落ち着いた気持ちになれた。

・落ちついていて、ノスタルジーな雰囲気が良い。

・やぐらのパターンも、本に包まれる感じがして良い。

・狭い空間だけど高さなどあり、そんなに圧迫感がなかった。

・ファッショナブルでオープンな空間なので、とても足を運びやすいと感じました。

・誰か一人のデザインではなく全員がデザインしているという一体感がよく、見やすい配置で回りやすかったです。

・見て回りやすい空間でした！黒板＆木目のスタイリッシュな空間でした。
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●楽しい・ワクワクする空間
・毎年変わるデザインが楽しみです。

・図書館は平面的になりがちですので、「廻る」たのしさ、ワクワク感があって良かったです。

・ワクワクする知的刺激があると思いました。

・面白さがある。一般的な図書館に楽しさがないので勉強になる。

・見ていて楽しいつくりで、とても良かったです。

・どこを見ても何かあって面白かったです。

・面白い趣向でまとめられていると思います。

・首が痛くなる。多方向に展開していて面白い。

・細かいところまで見せる仕掛けがいっぱいで面白かったです。

・一つ一つ意味があり、いろいろ発見出来てワクワクしました。

・楽しい気分になる。

・歩いていてワクワクしました。

・本が沢山見えてカラフルでした。

・とても面白くてひきつけられました。

・宝箱のようです。

・多少のごちゃごちゃ感がいい感じでした。

・とても良かったです。博物館にいるみたいでわくわくさせられました。

●お洒落な空間が良い
・オシャレ！

・とてもおしゃれで写真を撮りたくなる。

・おしゃれで素敵だった。

・素晴らしいです。毎年楽しみです。

・素敵な空間でした。本好きにはたまりません。

・おしゃれです！こんな図書館だったら良いなと思います！

・とても良かったです。洗練されていました。

●デザインがよかった
・一つ一つのデザインが凝っていて良かったです。

・先進的でありながら、動線も考えられている。

・デザイン性もあり、ブースの使い方もすごいと思いました。

・機能性と美しさが同居していて良いと思います。リアカーも良いです。

・立体を意識している点が、私好みです。

●黒板が印象的
・黒板に懐かしさを感じました。

・黒板本棚が面白かったです。

・黒板の本棚が上手に使われています。

・黒板を使っており、「学校」という空間でどんな活動をしているのか雰囲気が伝わった。

・黒板型の書架など空間を大事にされていて良かった。

・黒板本棚の程よいゴチャゴチャ感がとても好きです。

・やっぱり黒板いいですね！！

・黒板の棚がステキです。毎日、この展示会で見るたびに欲しくなります。

・黒板の棚がすごかったです。
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●雰囲気がいい
・ライトも配置したりと雰囲気が良かった。

・雰囲気が良かったです！

・本屋に居る気分でした。

・本に囲まれているのでおもしろいです。

・通常の本棚のようになっている所もあり、自由に置いてある所もありで見ごたえがありました。

●手作り感がいい
・広くて手作り感があって自由に見られて良かった。

・毎年楽しみにしています。今年は、手作り感と遊びゴコロが増して、さらに楽しく居心地が良かったです。

・手作り感あふれていて、とても良かったです。

●ここががよかった
・色々な試みが素晴らしいです。

・棚だけじゃなくて箱に入っているのがかわいい。

・普段の活動で使用している物も見られて良かったです。

・まとまっている感じが良い。

・学生サポーターズの個性が活かされていて良かった。

●ここが残念
・やぐらの上の方の図書が見えづらいのが少し残念。

・少々困難が伴うか。

●その他
・将来的にありそうですね。

・ブース出展のため、一つの棚に多くの本を入れているとのことでしたので、通常の棚がどのようになっているか見てみ
たかったです。

４）共読サポーターズ（学生）の応対はいかがでしたか？

●丁寧・親切だった
・とても丁寧に説明していただけました。（同意見28件）

・詳しくお話が聞けて良かったです。（同意見3件）

・素晴らしいです。

・良かった。

・学部生とは思えない程、丁寧に対応いただきました。

・入った途端に詳細を丁寧に説明していただいて、大変勉強になった。

・とても丁寧でわかりやすかったです。笑顔がすてきでした。

・丁寧で、的を射た内容の説明に感心しました。

・スマートなお声掛けで、好感がたっぷりでした。

・落ちついた感じで丁寧な対応でした。

・毎年楽しみにしています。いつも礼儀正しく、説明もわかりやすい。親切丁寧です。

・とても丁寧に、やさしく教えてくださいました。たくさんのことを勉強できました。ありがとうございます。

・限られていた時間の中で、とても丁寧に説明してくださいました。ありがとうございました。

・大変良く紹介していただきました。ありがとうございます。

・優しく対応してくださいました。

・説明も丁寧でしっかりとしていてすごいです。

・質問にも丁寧に答えていた。

・どの方に質問しても満点の答えで丁寧な対応をしてくれる。
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・わかりやすく、また心をこめて対応していただきました。

●熱意が伝わってきた
・サブリーダーさんに熱く×深く語っていただきました。これから未来のある学生さんが、読書を通じて生きてもらえると
心強いです。

・一生懸命説明してくれました。

・一生懸命感が伝わりました。

・一生懸命説明してくれて、分かりやすく教えてくれました。

・学生さんの熱い思いを感じました。

・聞いてもいないのにアピールポイントの説明をしてくださり、非常に積極的だと感じた。

・見ていたら学生の方が声をかけてくださったので嬉しかったです。

・熱心に説明してくれました。本好きが伝わってきました。

・一人一人がすべてのことを把握して、詳しく教えていただき、とても丁寧な対応でした。

●明るい・笑顔が良い
・ハキハキとしていた。

・皆さん、笑顔で良かった。

・どんな質問にもはきはきと。良かった。

・知り合った人もいたので、話しやすかったです。

・明るくて、盛り上げてくれて良かった。

・笑顔が良かった。

・すごく好感が持てました。

・明るい、フレンドリー。

・とても感じがよく、気持ちのいい対応をしていただきました。

●活動内容がわかった
・楽しくたくさんお話しさせていただきました。活動の参考にもなりました。

・本好きが伝わってきます。活動の様子が良く分かりました。

・自分たちの活動についてとても詳しく教えてくださって、活動をとても楽しんでいる事が伝わりました。

・説明が分かりやすく、楽しく充実した活動をされていることを実感しました。

・実際の活動、選書の流れを聞くことが出来たので、参考になりました。

●分かりやすかった
・学生なのにすごくしっかりしていて、説明もわかりやすかったです。

・わかりやすく、良かったです。

・質問にも丁寧に答えてくださいました！お話もとても分かりやすかったです。

・説明が丁寧で分かりやすかったです。

●ワークショップ対応
・自分の学生の時からは想像できない、ハキハキした気持ち良い司会でした。

●ここが残念・アドバイス
・情報量が多いがたまに忘れてしまう。

●その他
・初々しい。（特に男子）

・少し緊張されていました。

・落ち着いていてこういう場に慣れている感じ。
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５）「共読ライブラリー」の取り組みについて評価してください。

●「共読」のコンセプトに共感
・興味をひかれる取り組みでした。

・共感します。

・面白い取り組みだと思います。

・面白いです。こんなに様々な活動をされているのは驚きました。

・おもしろい取り組みだなと思いました。

・人が集まる努力をされていて、感心。

・シェアリング、マッチングといった時代の潮流にも沿っている。

・私たちにはできない活動や工夫がされていて、とても興味深いです。

・様々な事に挑戦されていて、すごいと思いました。

・自分たちで考えてやっていて、すごいなと思いました。

・良い本なのになかなか広まらない。その打開策の一つとしてはいいムーブメントだと思う。

・自分の大学には無いステキな取り組みだと思いました。

・活動の活発さ。どんどん新たな事を追加していく取り組みが素晴らしいと思います。

・図書館にとどまらず、大学全体に改めていこうとする姿勢が素晴らしいです。

・図書館の外でも読書をすすめる工夫が複数あって、良いと思いました。

・大学外に図書館と本を広めていくのはとても良いと思います。

・素晴らしい取り組みです。学生と一緒に取り組めること。そして発表の場があること。

・学校ぐるみで活動というのは、なかなか他ではできないので、羨ましく思います。

・共読をするには色々な要素が必要で、読書の楽しみ、発展につながり、図書館の今後の夢につながると思います。

・色々な面白い図書館の案があって良かったです。

・すごく良いシステムだなと思いました。利用したい。

・順調に運営されているようでうらやましいです。

・すごく良いと思います。読書の普及につながる良い活動ですね。

・一人で完結せずに他の人と交流するという取り組みが大学でなされているのが、うらやましいと思いました。

・教育や読書推進のための空間作りは非常に興味深かった。

・自大でもこの様な取り組みがあったらいいのになとうらやましくなりました。自分と同じ本を読んだ人の感じたものを知
れることが楽しくなりそうです。

・とにかく発想がすごいです。本を開くと堅く重苦しいイメージがあるが、この取り組みによって取り払われそうです。

・読書は「ひとり」という思い込みを打破した取り組みと感じます。とても好きです。

・読書を大切にしているな。本を大切にしているなと感じました。

・本との出会いを大切にされている。

・本を読む機会があるのはとても良いことだと思います。

・これからの日本に求められる考える力を発揮できる良い取り組みですね。我々会社員もやるべきだと思いました。

・継続力！あこがれます。でも、なかなか真似できない。

・共読という言葉を初めて知ったけど良い取り組みだと思います。

・持っているだけの図書館でなく、図書館側からのアプローチ等の取り込みがとても素晴らしかったです。

・今の図書館は「共」の部分が少ないので、楽しい取り組みだと思いました。

●企画に興味
・古本市、私の本棚などは、私達もとても参考になりました！帯のスタンプについては、とても面白かったので、とても素
晴らしい活動だなと思いました。

・参考にしたいと思うところがたくさんありました。たくさんのアイデア、どれも素敵ですね。

・ビブリオバトルに興味があったので入りました。スタンプが工夫されていて良かったです。

・本を図書館の外に広めたり、他人と共有することはとてもステキだと思いました。

・一箱古本市の取り組みや気軽に本と触れ合える機会を設けるのは、とても素晴らしいと思った。
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●やってみたい、参考にしたい
・まねします。

・とても参考になった。

・興味深いと思いました。

・自分の大学にも取り入れたい内容でした。

・小学校で紹介してほしいです。自分が学生だった時にあればよかったと思いました。

・是非参考にさせて頂きたいです。自分で止めず、周りに広める、素敵な活動ですね。

・私の学校でもやってみたいことがいっぱいあり、凄い活動だなと思いました。

●学生の活動からヒントを得た
・学生が主体的に動く仕組みが築かれていて素晴らしいの一言。

・感想などを話し合うことで、本に対する興味を深めると共に、説明する力やコミュニケーション能力も身に付くと思いま
した。素晴らしい試みだと思います。

・大学生との連携によって独特なデザインが出ていると感じ、今後も大学生との関係を続けてほしいと考えた。

・一人一人が責任をもってやっているようで、いろいろ考えられているなと感じた。

・学生がこれだけのことをしているというのはすごいことです。図書館の学生活動のお手本です。

・様々な取り組みがなされていて、1つ1つサポーター内で丁寧に取り組まれていて、すごいと感じました。

・学生が図書館と協力して活動していくので、学生目線で企画が出来て良いと思う。

・ボランティアでここまで密な活動をしているのは凄いです。

・学生が自主的に活動しているようで、学習意欲向上にもつながると思います。

●今後も期待
・これからも頑張ってください。

・これからも続けてください。

・まだ未知数。これからいろいろ興味をもって見させていただきたいと思います。

・長く続けてこられたことに敬意を表したいと思います。これからも、ぜひ末永く取り組んでいただきたいです。

・これからも末永く継続して、パワーアップしてください。

・ますます進化したライブラリーを再訪したいです。

・もっと図書館を盛り上げて欲しいです。

・もっと色々な所でやって欲しいです。

●ワークショップに参加して
・ワークショップの司会の学生がよどみなく進行していて感心しました。

・グループワーク、初めの雰囲気づくりが大切だと思います。

・1粒で2度おいしい。

・興味深いものだった。ぜひ、自分の団体の活動の参考にしたい。

・共に読むことはいいことですね。

・私は特に必要としない。

●その他
・やりたい人が集まって応援していくのがいいなと思った。

・毎年楽しみに見させてもらっています。今年は、少し人の入りが少ないかな？

・企業さんとの協力がうらやましく思いました。

・市内学校図書館とも連携してくださり、ありがとうございました。

・「トモドク」と読むのかと思っていました。今後は気をつけます。

以上
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