アンケート集計（大人 423 名分）
：
Ｑ

Ａ
363 名

良い
イベントはどうだったか

どこで知ったか
（複数回答可）

59 名

まあまあ良い
あまり良くない

1名

図書館ポスター

318 名

ホームページ

20 名

広報

33 名

知人

7名

市役所のフェイスブック

6名

ＦＭふじごこ

14 名

その他

75 名

・当日カウンターにて
・山梨日日新聞などの新聞媒体
・ＮＨＫ
・ＹＢＳラジオ
・下に展示されている本と見比べながら、鑑賞できて面白
かったです。（30 代女性）
・有名な絵画をアレンジしている点が面白かったです。な
かなか絵画関係の本を読むことがないので興味が湧きま
今回のイベントについての
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した。（40 代男性）
・皆さん結構なモチベーションでやられていて面白かった
です。自分も時間がある時、友達とマネしたいと思いま
した。（20 代女性）
・子供と家でやってみたいと思いました。
（30 代女性）
・面白かったです。（40 代女性）
・とても楽しく面白かったです。良くなりきっていて面白
かった。私も参加したいくらい。（40 代女性）
・職員の方のなりきりかたがステキでした。（40 代女性）
・とてもユニークなイベントで楽しみにしていました。
図書館関係者のご苦労が忍ばれました。とても興味深い
（60 代女性）
・面白い企画でした。（30 代女性）
・実物と比較しながら見れたので、子どもと楽しめました
名画に触れるきっかけになり良かったです。NHK の『び
じゅちゅーん』で知っている絵がいくつかあったので、
CD もあれば嬉しかったです。（30 代女性）
・本物と比べても評価が上のデキでした。写真なのか絵な
1

のか…素晴らしかった。
（40 代男性）
今回のイベントについての
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・名画の中に自分も入ってみたいという気持ちになりまし
た。（60 代女性）
・子どもも興味をひいてました。（30 代女性）
・コロナ禍の中、参加できるイベントでよかった。名画に
関する著作がこんなに沢山あるとは知らず、読んでみた
いと思うきっかけになった。（40 代女性）
・楽しかったです。名画が更に身近になりました。なりき
って素敵です。（70 代女性）
・絵の主人公になりきって皆さん演じていて、とても面白
かったです。（60 代女性）
・楽しい展覧会。良かったです。（60 代女性）
・変装や小道具の使い方がおもしろかった。（40 代女性）
・ムンクのアフロのが地味に面白い（40 代男性）
・おもしろかったです。
（40 代女性）
・すばらしいです（アイディア）(60 代女性)
・明るくなれる取り組みでした♡（50 代女性）
・本のリサイクルありがとうございました。なりきり展覧
会

楽しかったです（70 代女性）

・趣向を凝らしたおもしろいイベントでした。完成度が高
いのはルノアール、可愛いのはナポレオンのお馬さん。
個人的な感想です（40 代女性）
・とても良く工夫されていて感心しました。絵画はご自分
の好きなものを選ばれたのでしょうか

素敵でした。

（50 代女性）
・利用する人もできると楽しいと思いました。オフィーリ
アやってみたいです。（30 代女性）
・おもしろかった（50 代男性）
・なりきり

名案だと思います。特にファンキー姉妹のな

りきりコーナー良かったです。（60 代女性）
・どれもかわいらしかった。（20 代女性）
・とてもユニークな発想で興味深く拝見しました。絵に興
味が持てました。
（50 代女性）
・スタッフの皆さん

がんばっていらっしゃいますね。楽

しいです。ご本人達も楽しそう！！日替わりでなりきり
の服装でお仕事してもらいたい。楽しそう（50 代女性）
・芸術の秋なので絵画を使ったイベントなのが良かった。
とてもなりきっていてどれもホッコリする作品でした。
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我が家も子どもたちとやってみたくなりました。
（30 代女性）
・真剣な顔で撮っている様子が逆に面白かったです
（30 代女性）
今回のイベントについての

・なりきりとってもおもしろかったです。
（40 代女性）

意見・感想

・とてもユニークで面白かったです（50 代女性）
・コロナ渦でイベント等の自粛が続く中工夫し楽しい催し
を考えてくださりありがたく思っています。絵画には詳
しくありませんがそんな私でも知っているものもおおく
楽しませてもらいました。展覧会に参加されている皆さ
んも楽しそうでよかったです。(40 代女性)
・おもしろかったです！ファンキー姉妹 笑えました！
（40 代女性）
・おもしろい（40 代女性）
・絵画のアレンジが面白かったです。
（20 代女性）
・とてもおもしろい（30 代男性）
・名画の良さというものを文字通り体を“貼って”頑張っ
て頂きましたので感動しました！
・面白かったです。名画をじっくり見るのも良いですね。
（不明）
・名画と見比べるとよく似ていて面白かった。
（10 代女性）
・おもしろかった（10 代男性）
・イベントを知ってから実際に見に来るまで親子で楽しみ
にしていました。とてもおもしろい企画だとおもいます。
（30 代女性）
・知っている絵が実写(？)になっていて楽しめました。
（40 代女性）
・スタッフのアイディアに脱帽です。モナリザに変身が一
番良かった。自薦？他薦？とても楽しませて頂きました
（50 代女性）
・とても楽しい企画ですね。できることなら私も「真珠の
耳飾りのオバサン」でやってみたい（60 代女性）
・どの人もそっくりに見えてきました。（50 代女性）
・おもしろかった！！（70 代女性）
・本物に似ているような 似ているけれど、少し現代っぽ
い絵がおもしろかった。
（30 代女性）
・とてもおもしろいなりきりでした。（50 代女性）
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・皆さんなりきってました。よく作られていて本物と同じ
今回のイベントについての
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ようでした。
（50 代女性）
・
「ムンクの叫び」「モナリザ」は予想していたが「種をま
く人」
「パイプをくわえた男」
「牛乳を注ぐ女」
「真珠の耳
飾りの少女」などは面白く表現されていました。またチ
ャレンジしてみてください。（60 代男性）
・有名な絵なので分かりやすい。
（50 代男性）
・面白い企画だと思う。楽しめました。（70 代男性）
・スタッフさんのなりきっている写真がとても面白かった
です。服装まで再現されていて良かったです。
（30 代女性）
・おもしろい企画だと思います。楽しかった（60 代女性）
・ぷすっと笑えて楽しいです。（60 代女性）
・図書館で仕事をしている人たちに親しみを感じるおもし
ろい企画だと思った。記憶に残る。
（70 代女性）
・図書館の方々がアイディアを出されて盛り上げているの
がステキだと思いました。（30 代男性）
・楽しそう

やってみたい。
（60 代女性）

・おもしろかったです

知っている方がなりきっていて楽

しかった。
（60 代女性）
・特にナポレオンが良かったです。
（20 代女性）
・絵画と実写の境目が分からなくておもしろかったです。
（20 代女性）
・サンベルナール峠を越えるナポレオン(風)の馬の方がと
ても良かったです。（70 代女性）
・もっといろんな絵に挑戦してみて下さい。（40 代男性）
・よく考えてたのしいですね。
（70 代女性）
・図書の方々のなりきりがこんな感じかナ～と想像しなが
ら見ていて楽しそうだナ～と思ってしまいました！
（40 代女性）
・いつも図書館の方が頑張って企画して行っているのがす
ごいなと思っています。今回は「ナポレオン」がくすっ
と笑えておもしろかったです。（30 代女性）
・スタッフさんの頑張りが感じられ雰囲気がいいかんきょ
うですごく楽しいキモチになりました。いろいろイベン
トを企画されていて楽しい図書館でスキです。
（40 代女性）
・どうやって出来ているのか不思議で見入ってしまった
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（30 代女性）
・なりきりが良かったです。皆さんの表情が（40 代女性）
今回のイベントについての
意見・感想

・マッチだったりミスマッチだったりして笑えました。
（50 代女性）
・とても楽しい内容の展覧会でした。画面からなりきりの
方の個性まで見えるようで…同時覧時の本もステキでし
た。
「そうなんだー」と知ることも出来てありがとうござ
います。（50 代女性）
・おもしろい企画です。
（70 代女性）
・コロナの中で大変なのにたくさんのイベントを行われて
いてすごいです！！（10 代女性）
・いいと思います。（40 代男性）
・皆様なりきっていて見てて楽しかったです（30 代女性）
・名画が身近なものに感じられて良かったです。ナポレオ
ンの馬が個人的にはツボでした。全体的にとても面白か
ったです。
（30 代女性）
・楽しめました。子どもと名画に触れる機会になりました
（４０代女性）
・面白かったです。パイプをくわえた男風と鳥獣戯画風で
笑っちゃいました。（20 代女性）
・楽しい発想の企画ですね。
「日傘をさす女性」これまでに
も目にすることがありましたが素敵な女性の向こうに少
年がいたことを初めて気づきました（笑）
（60 代女性）
・細部の工夫がおもしろいです。ナポレオンの馬、落穂と
は思えないひも、種まく人の長靴などなど。
（60 代女性）
・職員さんがやっているのが楽しかった。特にナポレオン
の白馬良かったです。いろいろ制約の多い時にくすっと
笑わせて頂きました。（50 代女性）
・発想が面白いと思いました。近いうちに子供も連れて見
せてあげたいと思いました。（30 代女性）
・ラジオで内容を聴いていたので、ああこのことか！と思
って見た。
（50 代男性）
・またあるとよいと思います。（60 代女性）
・面白いイベントだと思う（20 代女性）
・ぱっと見て「あ～」ってわかるものから元はどんな絵な
んだろうと想像させるものまでいろいろ楽しく見せてい
ただきました。発想がユニークで良かったです。
（60 代女性）
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・なかなかリアルで観ていて面白かった。
（60 代女性）
・面白かったです。（60 代男性）
今回のイベントについての

・皆様の努力に頭が下がります。（70 代女性）

意見・感想

・上手に同じような工夫をこらしていると思いました。
（60 代女性）
・楽しそう（70 代男性）
・とてもユニークな企画だと思います。（40 代女性）
・今までにないもので面白かったです。（30 代女性）
・遊び心満載ですてきです。絵画の中に取り入れる技術も
興味深いです。楽しい企画ありがとうございます。
（60 代女性）
・楽しく拝見させていただきました。せっかくの完成度が
高くできているので写真だけではなく動いている所もお
もしろいのではないかと思いました。笛を吹く少年が本
を貸してくれたら・・・真珠の耳飾りの少女が本を片付
けていたら・・・楽しい空間になりそうです。
（30 代女性）
・図書館員さんのやる気が伝わりとても元気が出ました。
仕上がりもクオリティが高くて楽しめました。
（30 歳女性）
・いろいろな有名作品や少しマニアックな作品（知らなか
った）と多種な画風がありとても楽しめました。
（40 代女性）
・とても面白かったです。図書館らしく本が一緒に飾って
あるのが良かった。（30 代女性）
・面白かったです。
「ふふふっ」と笑いをこらえながら見て
ました。またこんな企画やってほしいです。
（10 代女性）
・最近めっきり明るくなった「富士吉田市立図書館」の最
新イベントでした。新型コロナウイルスのためか、来館
者はちょっと少ないかな？それでも図書館職員の皆さん
が絵画の中の人物になりきった展示は見ごたえがありま
した。ともすればお笑いに走ってしまいそうなイベント
内容ですが元の絵画のイメージを壊さず真剣になりきっ
た表情とポーズはそれぞれの芸術家達へのオマージュと
言えるクオリティの高さでした。
「見返り美人」が最高で
した。（60 代女性）
・良い。
（50 代男性）
・とても楽しく見させていただきました。皆さん
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なりき

ってますね。子どもは学校（国語）でやった「鳥獣戯画」
が気に入ったようです。
（40 代女性）
・とってもいいです。楽しいです。
（60 代女性）
今回のイベントについての
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・ほどよく似ていて程よく似ていない加減がとても良かっ
たです。（40 代女性）
・楽しめました（40 代女性）
・とてもおもしろかったです。本物の絵が気になりました
なりきっているのが良かったと思います。
（40 代女性）
・とても楽しい企画で良いと思います。職員の方たちの苦
労（？）が伺えます。図書館に来る楽しみが増えました。
（60 代女性）
・とてもおもしろかったです。細部にまでこって作って会
ってよかったです。衣装が大変かと思いましたが再現性
がすごい！（50 代女性）
・コロナ禍のイベントとして安心して楽しめました。スタ
ッフの方々の思いが伝わりました。
（50 代女性）
・おもしろいと思った。ナポレオンだけでなく馬にまでな
りきっているところがすごいと思った。（40 代女性）
・おもしろいと思った。
（10 代男性）
・本が違った形で鑑賞することができてよいと思う。
（50 代女性）
・ファンキー姉妹

ナポレオン等 静かな図書館で笑って

しまった。
（40 代女性）
・有名な絵ばかりで絵をあまり知らない私でも楽しめまし
た。（30 代女性）
・大変面白い企画だと思います。スタッフの方々が頑張っ
ておられる姿が良いです。（70 代女性）
・アイディアが面白いと思いました。美術画に触れること
が出来（写真下に関連する書があって分かりやすく）良
かったです。（30 代女性）
・企画内容は面白い発想だと思います。これを契機に絵画
に興味をもつ子どもたちが増えたら素晴らしい事だと思
います。（40 代女性）
・ぱっと見たときに名画のようで園そっくりに作られたも
のだと気づきおもしろいなと思いました。
なりきった姿がくすっとさせてくれて良いと思います。
芸術の秋ですね🍃子供たちにも名画が身近に感じられ
ると思います。（30 代女性）
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・おもしろかった。
（60 代女性）
・なりきっていておもしろい。
（40 代女性）
・ぜひ自分もやってみたい。（40 代男性）
・時間に余裕がある時にゆっくりと鑑賞したいです。
今回のイベントについての
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（60 代女性）
・牛乳を注ぐ女の作品が一番よいと思いました。
（40 代女性）
・おもしろかったです。芸術の秋だからこの展覧会でしょ
うか？先月の『まちがいさがし』もそうですが、コロナ
の為なかなかイベントに参加できない為図書館に入館時
に体験できるイベントがいいです。
（40 代女性）
・気軽に参加出来てよかった。（40 代女性）
・久々に絵画が見れて楽しく過ごせました。（60 代女性）
・うまくなりきれている。（70 代男性）
・寄せてきていて楽しかった。（40 代女性）
・都留に住んでいるのでなかなか参加できません。
（70 代女性）
・大変結構でした。（80 代男性）
・気軽に館内でできてよかったです（30 代女性）
・どうやって制作したのかな、すごいなーと思いました。
（40 代女性）
・ちょっとむずかしい（6０代男性）
・大変おもしろかったです。（60 代女性）
・絵画になりきるというのは恥ずかしかったかもしれない
ですが身を呈して（？）楽しませていただきありがとう
ございます。完全になりきって絵に近いものよりもオリ
ジナリティが入っているもののがおもしろくて好きでし
た。（日傘の女とか）（30 代女性）
・楽しく見たことのある絵画を“クスッと”しながら見ま
した。ありがとうございました。図書館で笑える事がな
いのでおもしろかったです。（60 代女性）
・とても楽しかったです。衣装とかポーズとか大変だった
と思いますがよくなりきっていると思います。
（60 代女性）
・とても楽しいイベントだと思います。参加型のイベント
にもなりそう！子どもたちがアニメとになりきって写真
をとるとか・・・。（50 代女性）
・楽しかったです。クスっ笑わせてもらいました。
8

（50 代女性）
・楽しく拝見させていただきました。（50 代男性）
今回のイベントについての

・本物みたいでよくできていました。（30 代女性）
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・見ることが出来ました。（50 代女性）
・おもしろいです。（60 代女性）
・
【名画になりきる】公募にしても楽しそう！（60 代女性）
・面白いこと考えていただいて楽しいです。（70 代女性）
・どんな風に作っているのか不思議けどおもしろい
【叫び】風はよくできている。（50 代女性）
・楽しめます。（50 代女性）
・皆さん楽しそうで何より。もっとしょぼいかと思ってた
けど！クオリティ高すぎです（30 代女性）
・なじみのある絵が多くて見やすいです。
（50 代男性）
・素晴らしい

美しい ナイスアイディア（耳飾りの少女

種をまく人

好きです）
（50 代女性）

・晴耕雨読を始めてみて興味をそそられました。
（50 代女性）
・名画よりクレームが入りそうです。（60 代男性）
・とても楽しい企画をありがとうございました。楽しみな
がら作り上げた様子がうかがえて見ている私も楽しくな
りました。作っている方はご苦労もあったことと思いま
すがこれからもこのような企画を続けてください。
（50 代女性）
・発想がとてもおもしろい。見ていてニヤリとしてしまう
選んだ画もさすが！！と思うような感じです。密になら
ないよう、でも楽しくという所がやっぱり違うなーさす
がーと思いました。（40 代女性）
・おもしろい。Good idia（60 代男性）
・若かりし頃上野まで生き『モナリザ』をみたのが思い出
されゆっくり味わえてよかった。ミレー展へ友人 2 人で
行ったのやテレビ東京でフェルメールの解説付きで味わ
ったのが再度堪能できてよかった（70 代男性）
・とてもおもしろいです。自分の作品も欲しくなりました
（30 代女性）
・みなさんよくがんばってますね！（50 代女性）
・意外性があっておもしろかった。図書館でお見掛けする
方が絵になっていると親しみがある。（50 代女性）
・とても面白かったです。皆さん自分を捨てて（？）名画
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になりきっていて感心しました（笑）人だけでなく動物
にもなりきって…なりきっている方も楽しめたでしょう
か（50 代女性）
今回のイベントについての
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・楽しく観させてもらいました。スタートの〝あの子達よ
くやってるわ。〟に笑ってしまいましたが（笑）
『～』風の風が良かったです。ナポレオンの馬にもなり
きっていて

楽しませて頂きました。（50 代女性）

・見事になりきっており楽しませて頂きました。ナポレオ
ンの馬は見事でした。（60 代女性）
・スタッフの皆様のなりきっている様子がおかしくもあり
よくやったなと感じたり楽しく面白く拝見させていただ
きました。
（70 代女性）
・発想がよい。誰でも参加しやすい（70 代女性）
・非常におもしろかったです。モデルはだれなんでしょう
か？（50 代女性）
・とてもよく研究されている。コロナでイベントも多くで
きないですがありがたいです。（30 代女性）
・楽しく鑑賞させていただきました。どの作品もすごく作
りこんでいてすてきでした。写楽は目力と手の力が伝わ
ってきて力強いところが良いです。ナポレオンの馬が楽
しいです。
（60 代女性）
・ふふふと笑えるイベントで子に絵画を触れさせるのにぴ
ったりでよいとおもいます。（60 代女性）
・ナポレオンの馬も人がやっていて予想外で気がついた子
どもと大笑い（静かに）してしまいました。一生懸命や
っていてとてもステキな図書館だと思います。
（40 代女性）
・オフィーリア
・くすっと笑えるものが多かったのと改めて名画に触れる
機会になりました。（40 代女性）
・そっくりやってみたい（自分）（50 代女性）
・とても面白いイベントだと思いました。愉快でした。
（60 代男性）
・図書館の方々いろいろ考えているなと感心しました。
（60 代女性）
・おもしろかった。名画に興味が持てる良い企画だと思う
（60 代女性）
・大変よかったと思います。（50 代女性）
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・たいへんおもしろかった（60 代女性）
・よくできていて楽しかった。（60 代男性）
・面白い企画だと思います。（70 代男性）
・皆さん本当に良くなりきっています。感心しました。
今回のイベントについての
意見・感想

（70 代女性）
・絵はよくわからないものと思っていましたがなりきり展
覧会をみて身近に感じられました。
（60 代女性）
・発想もおもしろいし作品もユーモラスで面白かったです
（40 代女性）
・コロナに左右さ発想もおもしろいし作品もユーモラスで
面白かったです。
（40 代女性）
れずに参加できるイベントだと思いました。作品と一緒
に文献も展示してあるのが良かったです。どれも有名な
作品ばかりで特に『ナポレオンの馬』が笑えました。表
情などもっとなりきっても良かったと思います。
（40 代
女性）
・今までにない面白い企画だと思います。
（30 代女性）
・とても良かったです。
（60 代女性）
・おもしろい企画だと思う。（30 代女性）
・種をまく人の長靴が良い

予算は大丈夫でしょうか？

（40 代男性）
・ユニークなイベントで楽しめました。
『散歩、日傘をさす
女性』風が特に雰囲気が出ていて良かったです。
（40 代女性）
・クオリティも高く楽しめました。
（40 代女性）
・楽しい 面白い（60 代男性）
・ユニークで久しぶりに絵画？を楽しみました。
・とても楽しく拝見しました。（ゴッホのとオフィーリア
良かったです。） （60 代女性）
・名画が身近に感じられて面白くて良かった（30 代女性）
・シュールな感じが良かったです。
（40 代女性）
・とても楽しく見させていただきました。
（40 代女性）
・楽しいアイディアです。表情も豊かですね（60 代女性）
・今迄見たことあるものもありましたが今回、初めて目に
するものもあり芸術の秋なので少しは芸術に触れること
ができたのかなー？！と思いました。（40 代女性）
・思い付きがとても面白い

とっても工夫がして会って名

画と比較して見れました。また新しい企画を楽しみにし
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今回のイベントについての
意見・感想

ています。
（60 代女性）
・皆様のなりきり方が見事なので感動しました。
（70 代女性）
・イマイチ（60 代女性）
・別になしです。
（70 代女性）.
・おもしろくていい（60 代男性）
・面白いと思った（70 代男性）
・いつも図書館でお世話になっている方々が名画のモデル
になりきっていて思わず笑みがこぼれました。親しみが
わきました。楽しいアイディアですね（70 代女性）
・今までになかったようなイベントで楽しかったです。
（50 代女性）
・見たことのある有名画が身近に感じられて楽しかったで
す。私もやってみたい！！（30 代女性）
・予想していたより上出来ですばらしかった。笑ってしま
いました。
（50 代女性）
・発想がたのしい。笑ってしまいました。
（50 代女性）
・どれも本物に近くてすごかったです。支度大変だっただ
ろうなと思いました。市民を楽しませる為にすごいなと
思いました。（30 女性）
・大変驚きと感動いたしました。実際に書いているものと
思いました。素晴らしいです( ^^)

（50 代男性）

・おもしろい企画でした。ポストカードにするとかしおり
にして販売するとさらに面白いかも（70 代男性）
・よかった（40 代男性）
・楽しかったです。（60 代女性）
・面白いとおもいます。
『オフィーリア』風が私的には良か
ったです。
（70 代女性）
・すごくよかったです。皆良く似てました。叫びとか写楽
とか（60 代女性）
・クオリティーが高くてビックリした。（30 代女性）
・秋らしい教養がありつつ親しみ易いイベントでした
（40 代女性）
・とても楽しく感じました。（40 代女性）
・すごく面白かったです。クオリティも高かったです。
（40 代女性）
・とても面白く見させてもらいました。また第二弾も見て
みたいです。（30 代女性）
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・よく知っている名画をあらためて見直し新しい発見をす
ることが出来ました。素敵なイベントでした。（50 代女
性）
・楽しい企画でした。（60 代女性）
今回のイベントについての
意見・感想

・とても、おもしろい発想だとおもいました。実物の写真
を合成する技術がすごい上手だと思いました。
（40 代女性）
・今回のなりきり展覧会も楽しいと思います。
（60 代女性）
・おもしろい絵は子供とトリックアートや旅行で美術館棟
で見たことがあり子供に作って家に飾りたいと思いまし
た。（40 代女性）
・本人がなりきっていて面白いなと思いました。
（70 代男性）
・化粧とか服とか似せて手間ヒマがかかってますね。素晴
らしいです。（50 代女性）
・完成度が高く面白かったです。（40 代女性）
・参加のしやすいイベントだったのでありがたかったです
是非またこのようなアイディアのある面白いいべんとを
やっていただきたいです。（30 代女性）
・ユニークで大変面白い今後も同じような催しを続けて下
さい。（60 代男性）
・とてもクオリティが高いうえに面白かったです！！素敵
なイベントだと思いました。（30 代女性）
・楽しく拝見しました。図書館には物語だけではなく絵画
や自然科学 etc

様々な出会いがあることを改めて気づ

きました。
（40 代女性）
・名画が身近に感じられる大人も子供も楽しめる面白い企
画だと思いました。でも実際の名画とイメージが違いす
ぎるニセ名画もあるのかな…でも図書館の方がよくここ
までがんばっていらっしゃる。すごいと思いました。
（40 代女性）
・有名な絵を身近に感じられておもしろかったです。（30
代女性）
・おもしろかった（50 代女性）
・写っている方も似ていてとても面白いです。うちでもや
りたいと思いました。（40 代女性）
・楽しかったです（30 代女性）
・一生懸命なりきっているのが伝わりました。遠目では本
13

物かと思い近づいたらなりきりでどれも笑ってしまいま
今回のイベントについての

した。楽しませてくれてありがとうございます。

意見・感想

（40 代女性）
・とても上手くマネていてよかった！！子どもにもやらせ
てみたい。
（40 代女性）
・大笑いでなく思わず「クスっ」と笑えました。コロナの
時代で眉間に「しわ！」が寄っていたのでなごませても
らいました。皆さん 頑張りましたね。
・すごく面白い！ここの責任者の方の理解力すごいと思い
ます。こういう企画を受け入れてくれる上司の方お会い
してみたい！（30 代女性）
・企画が面白く笑顔になれました。こういう時だからこそ
ユーモアが大切ですね（60 代女性）
・とても興味深く拝見しました。一人でクスクスと笑い
（失礼！）ながら楽しい時間を過ごしました。
（60 代女性）
・忠実に再現されていて面白かったです。
（30 代女性）
・今までにないイベントなのでとても楽しめた。
（40 代女性）
・シュールで笑える

ちょっとした美術館に行った感じ

（30 代女性）
・すごくよくできていた。特に「パイプをくわえる男」風
表情がよい！！（30 代女性）
・これからも定期的にこのような催しがあると楽しいと思
います。（60 代女性）
・どれもアイディアがあって楽しかったです。まさか鳥獣
戯画までやるとは！！子供もこれがこれ？！と楽しんで
いました。娘は牛乳を注ぐ女がお気に召した様子でした。
（40 代女性）
・
「オフィーリア」が優勝！江戸兵衛に笑いました！
（30 代女性）
・最後のファンキー姉妹のなりきりコーナーが良かった
ここまでの変化の方がなりきりを面白く感じる
（70 代女性）
・面白いが絵が少ない（40 代女性）
・名画が身近に感じられました。（30 代女性）
・なりきりの写真と比べると作品の表情や細かい部分に目
が行き今まで気が付かなかった所に目がいった。ちょっ
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とした顔の角度やポーズを見て面白かった。
（50 代女性）
・今後もしてほしい。
（30 代女性）
・私もやりたいです。（30 代女性）
・無駄に見える事をまじめにやられていてとても面白かっ
たです。衣装を見てもこれはどうやって準備したのか？
わざわざ購入したのか？全てが興味深かったです。それ
らが全て来館者を楽しませる為なんだろうなと思うとそ
んなスタッフがいる図書館が身近にあって有難く思いま
今回のイベントについての

す。
“図書館”のイメージをがらりと変える楽しいイベン

意見・感想

トでした。
（40 代女性）
・ふふふと笑えるイベントで子に絵画を触れさせるのにピ
ッタリで良いと思いました。どーやって撮っているのか
気になります…（笑）子供がナポレオンの馬に大うけで
した。（30 代女性）
・ナポレオン良かったです。（20 代男性）
・とても面白く発想が素晴らしいと思いました。
私のお気に入りは“パイプをくわえた男”
“真珠の耳飾り
の少女”
“サン・ベルナール峠を越えるナポレオン”風で
す。みんなその役になりきっていたのでこれはこれでよ
いと思いました。
（20 代男性）
・コロナでステイホームが続く中とても愉快な楽しい絵画
が観られて良かったです。絵画を観るのは大好きですが
この状況ではそれも叶わず悲しい気持ちでしたが。
（70 代女性）
・図書館で働く人の仲の良さ、楽しさが伝わってくる感じ
がしました。いつも楽しませて（心から）頂いておりま
す。ありがとうございます。（40 代女性）
・見て楽しくて他の人にも教えてあげたい！と思いました
誰が何の絵になっているかも…アタリ役

ハマり役アリ

ですね（40 代女性）
・発想力がとっても面白い（40 代女性）
・なんとなく似ていてよかった。見ていて笑える感じが楽
しかった。
（10 代）
・とても面白かったです。ちょっとやってみたいかも。
（50
代女性）
・職員のみなさまがいろいろなものに興味をもてるよう工
夫して頂きありがとうございます。素敵な絵画になって
15

今回のイベントについての

いました。表情から表現をしっかりしていて素敵でした。

意見・感想

（50 代女性）
・名画のモデルにになりきっている事がすごいと思いまし
た。
・知っている名画も知らなかった名画も楽しく本物と見比
べながら観覧することが出来ました。なりきっている表
情、しぐさがいいですね！
・今の時期にピッタリ子どものアートへの興味の入り口に
良いと思う。（30 代女性）
・コロナで以前までの様に人を集めたイベントが難しい中
工夫をしてみんなを楽しませようとしていてえらいと思
った。（30 代男性）
・主人公になれたイメージが良いです。（60 代男性）
・とてもユニークな企画で楽しく拝見させて頂きました。
発想がとてもおもしろくて良いと思いました。
（40 代女性）
・おもしろい

すべてに（○○風）がとてもユニーク 真

珠の耳飾りの少女とモナリザと見返り美人は最高！！
（真珠の耳飾りの少女とモナリザは度胸がいると
思いマス！アップだしなかなか）
日傘をさす女性と男の子も細かくてスゴイ（50 代女性）
・とてもおもしろいアイディアです。図書館にも絵にも親
しみが持てます。
（40 代女性）
・おしゃれでよかった（50 代女性）
・自分もなり切りたいです。（50 代女性）
・ナポレオン風の馬になりきっている人がおもしろかった
です。（40 代女性）
・オフィーリアなど今まで知らなかった絵画を知る事が出
来て良かった＆楽しかったです（40 代女性）
・おもしろかったです。美術館へ行きたくなりました
（40 代女性）
・この企画の発想がとてもユニークで面白いと感じ
ました。それぞれの皆さんの表情が名画と同じでとても
良かった。よく知られている名画がおおくてよりおしろ
かった。（50 代女性）
・非常におもしろいイベントでした。
絵画のモデルの方を発見するイベントも良いかもしれ
ませんね。
（50 代男性）
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・名画が身近に感じられてよかった
（40 女性）
今回のイベントについての
意見・感想

・全部似ていましたが江戸ベえのクオリティが
すごかっです。（40 代女性）
・おもしろい中でもそれなりに絵に溶け込んでいるのが遊
び心があって良かった（60 代男性）
・おもしろかったです。なりきりもすごく似てましたよ！
仕上がりはクオリティ―高いですね。
（40 代女性）
・表情豊かでどれもなりきっていました！！（40 代男性）
・オリジナルの絵と見比べることができて楽しく鑑賞でき
ました。（40 代女性）
・自分もやってみたいと思いました。おもしろい！
（70 代女性）
・江戸兵衛インパクトあり。オフィーリア

きれいでした

（40 代女性）
・楽しそうにやっていて明るい気持ちになりました。
（40 代女性）
・鳥獣戯画、おもしろかったです！どれも衣装をそろえる
のも大変だったのでは？（30 代女性）
・全然似てないのもあって面白いです。
よいアイディアだと思います。（40 代女性）
・みんな張り切っていて楽しかったです！！（30 代女性）
・名画になりきってて皆さん素敵でした。おもしろい企画
だと思いました。
（40 代女性）
・知っている名画もあっておもしろかったです。
（30 代女性）
・モナリザの顔がなく、写真が撮れるのは面白いと思いま
した。（40 代女性）
・楽しいイベントありがとうございました（50 代女性）
・とても楽しく観覧しました。スタッフさんの力作

超楽

しい
・おかしかった（ほほえましい）形が研究されよく
似ていました。（60 代女性）
・ユニークでよかった
・西洋画だけでなく和華もあってよいと思う。
・とてもおもしろく見せていただきました。職員の顔を探
しました。
（60 代女性）
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・とても楽しい展覧会でした。コロナで美術館にも行けな
かったので内容もとても良かったです。（40 代女性）
今回のイベントについての
意見・感想

・私も見返り美人風になってみたいと思いました。（笑）
どれもなりきっていて良かったです。
「サン・ベルナール
峠をこえるナポレオン風」馬も人間サイコーです！
（30 代女性）
・皆さん、なりきられていてとても良かったです。
（40 代女性）
・おもしろいです。色々と工夫してあったり楽しめました
（50 代男性）
・リアルと笑いで面白く拝見しました。子どもと一緒でゆ
っくり出来ないのは残念（60 代女性）
・意気込みが伝わりました。（40 代女性）
・面白い。
（80 代女性）
・サンベルナール峠を越えるナポレオンがおもしろい。ム
ンクの叫びのファンキーお 2 人の存在感が強すぎる。三
代目の江戸べえ似てる。
・見ていてとても楽しかった。上手に再現出来ていてすご
いと思った。（10 代女性）
・顔だけ変えただけでも印象全然違う（60 代女性）
・とてもなりきり度がすごくて本物と変わらないところが
すばらしいと思いました。（40 代女性）
・面白かったです。原画を選ぶ時は自分が気に入っている
絵を真似ているのか？考えると面白かったです。
（50 代
男性）
・どうやって作ったのか不思議に思った。真似して家でも
やってみたい。（40 代男性）
・おもしろかったです。
（30 代女性）
・作画さんの力作がとても良かったです。
（60 代男性）
・コロナ対策でイベント中止の中色々考えてくれて…皆さ
まなりきっていて素敵でした。（40 代女性）
・とても楽しく拝見しました。（50 代女性）
・写真がリアルなものが多くておもしろかったです。
（10 代男性）
・恥を掻き捨て挑戦されていたのが印象的です。
（20 代女性）
・少し笑える感じが良かった。（40 代女性）
・本物そっくりで完成度の高さに驚きです！！よくできて
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いるなーと感心しました。そして皆さんとても可愛らし
今回のイベントについての

かったり美しかったり面白かったりで本当にすばらしい

意見・感想

です。絵画の勉強にもなりとても良かったです。ぜひ、
第二弾も開催をお待ちしています。
（20 代女性）
・最後の晩餐が良かったです。遠山さん（モナリザ）が美
しかったです。（20 代男性）
・大変楽しく拝見させていただきました。
（思わずクスっと
笑ってしまいました。（60 代女性）
・知っている名画がいくつもあって子どもと楽しめました
クオリティが高くてびっくりです。ファンキー姉妹最高
です！（30 代女性）
・皆さん再現率高く楽しかったです。（40 代女性）
・普段お目にかかっているスタッフの皆さんの全く違う一
面を楽しく見させて頂きました。衣装もポーズも同じス
タイルでそれでも皆さんも楽しまれている様で良かった
です。また機会があれば良いねー

皆さんご苦労様でし

た。（70 代男性）
・大変よく表情をとらえていてすばらしいです。いろいろ
なイベントをしていて大変だと思いました。
（60 代女性）
・どの絵も工夫してあって楽しかったです。（40 代女性）
・意外な感じがおもしろかったです。（50 代女性）
・とっても素敵でした。図書館の皆さまの苦心・努力が良
く分かります。なりきるための工夫がたくさんあって 1
つ 1 つ「ステキ！すごーーーい！！」と見させて頂きま
した。楽しかったです。
（60 代女性）
・面白い企画で今後も続けてください。（70 代男性）
・絵画にふれる良いきっかけになった。イッテ Q で紹介さ
れていた絵がもっとあったら良かった。（30 代女性）
・こういう本があるのが良かった。これから借りたいと思
います。
「見返り美人」がいちばん良かった。楽しく面白
かった。（70 代女性）
・子供達が名画にふれる機会はなかなかないので面白く興
味を持って見れて良かったです。（40 代女性）
・一見それ風

ナポレオンの馬やら様々で良かった。好み

から選べば「叫び」風「パイプをくわえた男」が気に入
った。（70 代男性）
・完成度が高くおどろきました。くすっと笑ってします写
真も多く楽しかったです。（40 代女性）
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・発想が大変面白い。スタッフのみんなの熱意が感じられ
今回のイベントについての
意見・感想

る。(50 代男性)
・アイデアが素晴らしい。（80 代男性）
・とても楽しいです。なりきり感がすごいです。YouTube
といい新しいことにチャレンジしてとても親しみを感じ
ます。（50 代女性）
・時間があったらゆっくりと見たい。おもしろい。（40 代
女性）
・大変面白い企画です。名画をこんな形で扱うのは今まで
にあったかと思いますが図書館員がそれぞれのポーズで
写るのは図書館をより身近に感じる企画だと思いまし
た。名画もすんなり覚えられるのかなと思いました。(50
代男性)
・なりきり姉妹のポストカード風が良かったです。フェル
メールの「真珠の耳飾りの少女」少し離れてみるとすご
く似ています。（60 代女性）
・good-idea!! I enjoyed!!（60 代女性）
・楽しいイベントだと思う（40 代女性）
・とても素晴らしいと思います。（30 代男性）
・8 歳の娘と一緒に観ました。知っている絵もあって楽し
かったようです。有名な絵を知るきっかけになっていい
と思います。どうやって作ってるのかなあと興味がわき
ました。(30 代女性)
・子供に知って欲しい名画がたくさんあり。子どもが興味
をもつきっかけになりありがたかったです。
（30 代女性）
・とても良いと思います。楽しいです。（40 代女性）
・元ネタの解説が近くに置かれているので美術館で見るよ
り分かりやすい展示だった。絵画はとっつきにくいイメ
ージが強いので作品を理解しやすくて良かった
（20 代男性）
・アイディアが楽しいですね。楽しく拝見させてもらいま
した。芸術の秋にちなんで来年はコンテストで公募なん
てどうですか？（60 代女性）
・楽しく拝見しました。
（60 代女性）
・皆さん楽しそうでほっこりしました。（70 代女性）
・各名画についてのポイントと合わせながらスタッフさん
の個性もかいま見えてとても好きで温かい企画だと思い
ました。発想に拍手です。（60 代女性）
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・有名な絵画を知る機会となりました。（40 代女性）
今回のイベントについての
意見・感想

・図書館の人が楽しんでる！のを感じられます。
（50 代女性）
・とても面白いアイデアだったと思った。気軽に名画に触
れられる機会になると思う。（40 代女性）
・今回だけでなくいろいろな企画で楽しませてもらってい
ます。（60 代女性）
・楽しかった 企画がおもしろかった。（60 代男性）
・コロナ禍でも楽しめるように工夫していて良いと思いま
した。（40 代女性）
・とても上手でたのしくて子供と観て大笑いしました。
子どもも本物と作品に興味深々で 2 回観てまわりまし
た。作品の本が一緒に展示してあって良かったです。
ほんとにおもしろかったです。（40 代女性）
・とっても楽しい企画と思います。もっと広く市民にイベ
ントとしてすすめたらどうでしょうか？（50 代男性）
・おもしろかったです。
（40 代女性）
・とてもよいと思う。大人が思っても実際にはできないこ
と。うらやましいですね（70 代男性）
・ナポレオンの馬役がツボでした。楽しませてくださりあ
りがとうございます。（40 代女性）
・いつも図書館でお会いしているスタッフが体を頑張って
いる姿を見てくすっと笑ってしまったり時にはクオリテ
ィの高さに驚かされたりと楽しむことが出来ました。
（30 代男性）
・有名な画家の作品になりきっていて面白かった（わかり
やすかった）（30 代女性）
・思わずクスリと笑ってしまうユーモアや今風にアレンジ
された作品から表情から手の位置までしっかり再現して
いる作品もありとても楽しかったです。（30 代女性）
・私もモデルに写してもらいたい。
（60 代女性）
・芸術と触れられると共に原画と比べながら楽しんで見ら
れました。
（30 代女性）
・おもしろかったです。
（40 代女性）
・次のイベントを早く見たい。
（70 代男性）
・ユニークで良いと思う。（40 代男性）
・だれもが一度は目にしたことのある名画をモチーフにし
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ているので見ていて楽しかった。図書館スタッフの皆さ
んの努力に頭が下がります。また次も期待します。（50
今回のイベントについての
意見・感想

代女性）
・元の絵に近づけるように色々と工夫されていて楽しかっ
たです。(40 代女性)
・名画のことを楽しく知ることが出来ました。思わず笑っ
てしまいました。
（30 代女性）
・なりきり度が高くてビックリしました。
（30 代女性）
・心ワクワクするような素晴らしい作品に仕上がってる。
（40 代女性）
・すごくよい企画だと思う。自分もやってみたい。（70 代
女性）
・有名な絵と見くらべてとても面白かったです。下にもホ
ンモノの絵があって有名な絵を見る機会が出来てとても
良かったです。（40 代女性）
・とても楽しくて良い企画だと思います。
（50 代女性）
・撮影現場を見たかった！！ものすごく苦労してるけどと
ても楽しかったんじゃないかな？（70 代女性）
・スタッフの方がそれぞれピッタリで感動しました。
（60 代女性）
・名画になりきっているスタッフの方々をみてとてもほっ
こりしました。（30 代女性）
・顔の角度や表情がよくとらえられていました。
（30 代女性）
・とても興味深くて良かったと思います。ＮＨＫのテレビ
で拝見するより皆さんとてもおきれいに本当の名画のよ
うに見えて素晴らしいですよ。（60 代女性）
・とてもユニークで皆さんなりきっていた所がとても良か
ったです。それから目線に照れくさそうな感じが出てい

今回のイベントについての
意見・感想

てそれも良かったです！（60 代女性）
・ものすごく完成度が高くてびっくりしました。また定期
的に開催してほしいです。（40 代女性）
・みなさんしっかりなりきっていました。
（50 代男性）
・楽しかった（50 代女性）
・おもしろかったです（40 代女性）
・有名な絵がスタッフにより面白くなって、親しみやすか
ったです。
（40 代女性）
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・〝脳〟ではなく〝左胸のあたり〟が楽しがって思わずに
んまりとほくそえんでしまった〝なりきり名画展〟でし
た。撮影までにはきっといろいろなご苦労があったでし
ょうがみなさんでワイワイ、ガヤガヤと楽しく話し合い
ながら工夫している様子が思い浮かばれ伝わってくるよ
うな作品の中の〝なりきりさん達〟でした。
私自身の能力不足から時間とすべきことに追われ気づい
たら１日が消えていたような日々ですのでほんとに久々
の心のとてもうれしい出会いでした。なりきりさん達も
のりにのってきっと楽しんでいたのでは…と思われまし
た。だれかの楽しそうなのにふれるとこちらまで楽しく
うれしくなりますね。楽しさのおすそ分けをいただき心
からありがとうございました。
（アンケートの代わりに直
筆のお手紙を頂戴しました。）
・子供（小 5・小 2・年長）の希望で物作りのイベントを
お願いしたいです。（40 代女性）
・富士吉田市の歴史講座（60 代女性）
・ヨガ・占い等（50 代女性）
・大人向けの読み聞かせ（朗読会）など。例えば夏に怪談
とか。（40 代男性）
・おすすめの絵本紹介（20 代女性）
・また、楽しめるものをお願いします。パート 2 とか。
今後図書館で
やってほしいイベントは

（40 代女性）
・幼児と一緒に工作できるイベント（30 代女性）
・本を借りる時に作者の知名度や本の宣伝によって借りる
ようにしている。そうすると、どうしてもある一定のも
のに片寄ってしまう。いろんなジャンルのおすすめを紹
介してほしい。本をもっと読みたくなるので。
（40 代男性）
・物づくり（子供と一緒に・大人向け）、音楽系
（30 代女性）
・もし絵手紙の体験教室のような事（機会）がありました
らお手伝いできます。（70 代女性）
・おすすめの本の紹介（40 代女性）
・絵本の作り方教室
・ブックトークを聞きたいです（50 代女性）
・野菜の育て方（50 代女性）
・いつも楽しみにしています（30 女性）
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・サラリーマンでも参加できるもの（50 代男性）
・何かのもの作りのイベント
・読書会（60 代女性）
・ハロウィンパーティとかやりたい（20 代女性）
・これは楽しめる！と今回の展覧会で思いました。どうす
れば顔が入れられるのかを知りたいです（50 代女性）
・いつも楽しいイベントをしていて図書館に来るのが楽し
みです。（50 代女性）
・年齢・月齢に合った子供の絵本講座 おすすめ絵本
・かみしばい読み聞かせ
・英語の読み聞かせ（30 代女性）
・先日ボールペンを作ったのでまた物づくりイベントに参
加したいです。（30 代女性）
今後図書館で
やってほしいイベントは

・絵本が好きなので何か大人でも楽しめるものをしてもら
うと楽しいかも。
（40 代女性）
・楽しいイベント（参加できる）をやって欲しい（50 代男
性）
・アウトドア関係の本が増えたりイベントがあったりした
らありがたい（地域のプラス面でもあると思う）
（40 代
女性）
・時間にしばられないもの（30 代男性）
・名画つながりで今度は絵画だけではなく映画や文学の名
シーンも再現させたら興味を持つ子供もたくさんあらわ
れると思います。
（40 代男性）
・親子ヨガなど
・UV レジンのアクセサリー教室（10 代女性）
・紙バンド講座希望（50 代女性）
・簡単なアクセサリー等を作るイベント（50 代女性）
・絵本講座
・物づくりなど（50 代女性）
・リブリオ

バトル（60 代男性）

・日本の城のイベントはどうですか？（50 代男性）
・子供も参加出来るものづくりのイベント（30 代女性）
・その時の季節に合ったもの作りを希望します。クリスマ
スカード等（60 代女性）
・日本画でも見てみたい

北斎など（一部ありましたが）

（30 代男性）
・特に希望がありませんが楽しみです。（20 代女性）
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・作る物が良いです。（40 代女性）
・図書館利用者からテーマを募集して、テーマにそって図
書館の方がおススメの本を選んで並べたり展示してほし
い。（30 代女性）
・コロナでできないかもしれないですが親子で参加出来る
今後図書館で

物作り（簡単な手ぶくろシアター、人形劇など）がある

やってほしいイベントは

と嬉しいです。お話の世界への入り口は絵本や紙芝居だ
けでないということを親子で体験できると嬉しいです。
（30 代女性）
・親子で楽しめる物 ポンポンで作る動物（40 代女性）
・ミニコンサート（50 代女性）
・いつも楽しい企画ありがとうございます。（50 代女性）
・これからも続けてください（70 代女性）
・いろんな絵があることを知れました。有名な作品だけど
誰の作品だっけと思っていたものを本も添えてあること
でよくわかりました。(40 代女性)
・物作りがいいです。マイバックなど（10 代女性）
・読み聞かせ

手相 星座（30 代女性）

・物作りのイベントがいつも枠が少なかったり都合が悪く
参加出来なかったりなので土日の両方で人数を増やして
開催して頂けると嬉しいです。（30 代女性）
・生活に役立つ講座 子どもと楽しめる講座（30 代女性）
・作家さんの講演も聞いてみたいです。お金がかかります
ね（60 代女性）
・児童文学に関するトーク（60 代女性）
・まちがいさがし（20 代女性）
・分野別の図書案内（新刊案内）とかしてほしい
（60 代女性）
・イベントよりも蔵書の充実を、また他市町村の図書館と
の連携を（60 代男性）
・地域ごとの出身の作家の特集など（60 代女性）
・図書館職員一日体験（40 代女性）
・幼児も参加できるイベントを土日にしていただけたら嬉
しいです。
（30 代女性）
・朗読会があったら参加してみたいです（30 代女性）
・親子でできる物作り（40 代女性）
・図書館に来たついでに出来るくらいのイベントが欲しい
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です（10 代女性）
・小さな子供たちと触れ合える内容のイベント企画はどう
今後図書館で

でしょう？家族以外の人と接する機会がどんどん少なく

やってほしいイベントは

なっている現代では、大人から子供

子供から大人に声

を掛けることもままなりません。例えば、大きなホワイ
トボードに参加者が持ち寄ったシールやスタンプ等を貼
り付けて一枚の絵を完成させる様なものです。
（60 代女性）
・なかなか時間を合わせるのが大変なので今日のようなイ
ベントはありがたいです。（40 代女性）
・親子での作品作りな物（60 代女性）
・物作りのイベント（子どもと一緒に参加できる）が良い
です。（40 代女性）
・ブックカバー（布製）づくりのイベント。（40 代女性）
・いろいろなイベントを企画していただき感謝しています
コロナで家にいる時間が増え図書館がとても役に立って
います。（60 代女性）
・マスクとかエコバックとか今必要な物の作り方のイベン
ト

自己流だとうまくいかない（50 代女性）

・大勢が参加することは難しいと思うが希望者が多く参加
できるようにしてほしい（同じイベントは複数回開くな
ど）（50 代女性）
・何かものづくりのイベント

アロマ石けん（40 代女性）

・ヨーヨーマルさんのイベントがあったら見たい。
（40 代女性）
・絵本講座をぜひ！やって頂きたいです。
（30 代女性）
・やはり物作りは楽しい

小さい子供向き、大人向き、親

向け）と分けた内容の物作り、内容を
きせい品を組み合わせただけの（同じものが皆仕上がる）
物はあまり進められない。（70 代女性）
・物作りイベントに一度参加してみたいと思っていますが
なかなか予定が合わず・・・今度チャレンジします。
（30 代女性）
・もの作りイベント（老人対象）（60 代女性）
・なぞトレ（40 代）
・不思議駄菓子屋銭天堂のイベントを実施してもらいたい
（40 代男性）
・図書館に入館した際にできるアンケートやまちがいさが
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し等のイベントがいいです。
（ポイントになるので助かり
ます。）（40 代女性）
・子供が楽しめるもの（40 代女性）
今後図書館で

・以前参加した読書会・・・など（60 代女性）

やってほしいイベントは

・平日休みですので平日のイベント、夜の図書館（前にや
ってましたね）（40 代女性）
・孫たちがなかなか参加できないのでどうしたらいいか考
えてください。（4 歳、6 歳、11 歳です）
（70 歳女性）
・似顔絵展（80 代女性）
・毎年実施されているか分かりませんがクリスマスのリー
ス作りとかに参加したいです（60 代女性）
・本の読み聞かせ等を聞いてみたいです。
（60 代女性）
・絵本講座希望！！（50 代女性）
・しめ縄づくり（50 代女性）
・BOOK＆CAFE を再びやって欲しいです。
（50 代男性）
・手相やタロット占いのイベントをまたやって欲しいです
（コロナで厳しいとは思いますが）
（30 代女性）
・専門的な方の話（50 代女性）
・来年のえと作り（手芸、クラフト等）（60 代女性）
・図書館で寝るのが夢（60 代女性）
・今はガマンでしょう？（70 代女性）
・物づくり系はいつもうれしいです。（30 代女性）
・なかなか参加できなくて…（50 代女性）
・ミニコンサート（60 代男性）
・鳥獣戯画も面白い。すごいな！（70 代男性）
・ぬいぐるみ おとまり（30 代女性）
・楽しいイベントまってます。（50 代女性）
・今は無理かもしれませんが Bookcafe でゆっくりと読書
したいですね（50 代男性）
・café…うれしかったですが

いまはなかなか難しいです

よ。（50 代女性）
・皆様の思いつきを楽しみにしてます。（60 代女性）
・かんたんな飾り物。日本語のことわざとか好きな言葉を
書いてもらう（70 代女性）
・女性のヨガ教室があったらありがたいです。
（60 代女性）
・ハーバリウムのボールペン作り

子供（小 3）と大人と

一緒に出来るといい。（40 代女性）
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・遠方の為あまり参加出来そうにありません（40 代女性）
・ハーバリウムが良かったのでまたやって欲しい。
（50 代女性）
・大文字図書の充実（60 代男性）
・かど松作りがあるとうれしいです。（40 代女性）
今後図書館で
やってほしいイベントは

・先日のまちがい探しのようなコロナ禍でも参加出来るも
の。小さな子供がいなくても大人が参加できるもの
（40 代女性）
・絵本講座希望
・リース作り アロマキャンドル作り（30 代女性）
・BOOK CAFÉ 熱望です。（40 代女性）
・展示物系は気軽に見れるのでまたやってほしいです。
（40 代女性）
・いつもおもいもよらないイベントを考えてくれて楽しみ
です。企画に乗るのが良いです。（60 代女性）
・子供と一緒に出来る体を使ったものや頭を使うもの⇒簡
単に作れたりするもの etc（40 代女性）
・ベストセラー、新刊本 etc 区別されていて本探しやすい
と思います。（60 歳女性）
・ものづくりの講座を希望します。応募者多数で何回か参
加できない事がありましたので過去のイベントをふたた
びでも･･･（60 代女性）
・ブックカバーを作るイベントがあると嬉しいです。
コロナが落ち着いたら BOOK

CAFE も待っています。

（30 代女性）
・ミニ絵本作り（50 代女性）
・絵本の読み聞かせの復活

手遊びイベント（30 代女性）

・いま、思いつきません。すみません。またゆっくり考え
ておきます。（50 代男性）
・北斎や広重の富岳の錦絵はどうでしょう。大人向けにお
おきな企画ですがチャレンジしてみては？（70 代男性）
・手作りのクリスマスのかざりなどよいのでは
（60 代女性）
・面白いと思う（80 代女性）
・年賀状作りとかしめなわ作りとか何か作る系に参加した
いです。（60 代女性）
・もの作りイベント（30 代女性）
・昨年の様にクリスマスカードや年賀状等物づくりがした
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いです。（40 代女性）
今後図書館で
やってほしいイベントは

・借りて読んで面白かった本があってその本を読んだ人た
ちはほかにどんな本を読んでいるのだろうと思うこと。
人を介して新しい本と出合いたい。
（40 代女性）
・この間やっていたヨガとか少し体が動かせるものが良か
ったと思いました。（30 代女性）
・ビジュチーン（ＮＨＫ）にまつわる何かをやってほしい
です。（60 代女性）
・簡単に作れる物づくりイベント（40 代女性）
・折り紙とかしてほしい。（60 代女性）
・このような作品を作れたらいいと思いました。
（40 代女
性）
・親子で楽しめるイベントをよろしくお願いします。
（40 代女性）
・以前子供たちと（健康のだったかと思います。
）
クイズラリーに参加し楽しませて頂きました。参加出来
る物だと嬉しいです。（30 代女性）
・親子で参加型の物作りイベントを希望します。
（40 代女性）
・またいつか BOOKCAFE が再開できるのを楽しみに
しています。（40 代女性）
・読み聞かせが好きです。この企画も続編があれば見たい
です。（60 代女性）
・子供向けのイベント 小さい子も参加できるもの
（30 代女性）
・物づくりのイベント（40 代女性）
・親子体操

謎解き 迷路（30 代女性）

・しおり作り 意外と家にありません。（30 代女性）
・おはなし会の再開を楽しみにしています。ぬいぐるみお
とまり会もぜひ♡
・ものづくりがたのしかったのでまたぜひ開催してくださ
い（ブローチ アクセサリー、帽子など）
（30 代女性）
・読書会
・このご時世ですが物づくりイベントをもっとやって欲し
い。（40 代女性）
・子供と一緒に土日に三打できるイベントが良いです。
（30 代女性）
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今後図書館で
やってほしいイベントは

・いつでも出来る 5 分くらいで作れる（しおりとか）物づ
くりイベント（50 代女性）
・物づくりがしたい。
（30 代女性）
・ブックカフェはもうやらないのでしょうか？？
夜、音楽、コーヒー最高の空間でした。また行きたいで
す。
本の福袋は常時あってもいいのかなと思います。自分で
は選ばない本に出合えるのは魅力的でした。
本屋大賞ならぬ“富士吉田市立図書館賞”どうでしょう
か？本に携わる皆さんの選んだ本が知りたいです。
（40 代女性）
・絵本作りイベントなど！年中の子が“おててえほん”
的なことをするので・・・オリジナル絵本が出来たら楽
しそう。（30 代女性）
・俳句 狂言等（20 代男性）
・いつも楽しい催しがあって楽しみに待っています。また
参加させて下さい。（70 代女性）
・ドアプレート作り。
（40 代女性）
・占いなどのイベントがあったら参加したい。
（40 代女性）
・物づくりのイベント
なかったため

ボールペンのイベントに参加でき

またそのようなイベントがあれば参加し

たい。（10 代）
・ボールペンのイベントがすぐにいっぱいになってしまっ
たのでまた同じようなものをやってもらいたいです。
（50 代女性）
・ブックカバーをつけようのイベント（50 代女性）
・物づくりのイベントに興味があります。
・ハロウィンパーティー（30 代女性）
・昭和の時代のお話会 吉田、河口湖での歴史
（60 代男性）
・図書館員さんたちのなりきりシリーズは楽しみ まちが
いさがしもおもしろかった。（50 代女性）
・地球温暖化特集など、環境について（身近にできること
って？みたいに）
（40 代女性）
・物づくり（ペン）の定員がいっぱいで応募が出来ません
でした。（50 代女性）
・クリスマスリースなどの制作イベント
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（40 代女性）
・何かもの作りのイベントに参加してみたいです。
（40 代女性）
・広報にあった間違いさがしなど気軽に参加出来て面白い
今後図書館で
やってほしいイベントは

（50 代女性）
・これまであった間違いさがしや健康のイベントは
気軽に参加出来るイベントを希望します。
（50 代男性）
・物づくりのイベントで定員があまり少なくないもの
（40 代女性）
・時期的にむずかしいと思いますがコンサート（琴）が
前回あったのでまた聴きたいです。
（40 代女性）
・次回作を期待します。
（60 代男性）
・物づくりです。クイズ・謎解きなどです。（40 代女性）
・新しいことにチャレンジする姿勢に元気をもらいました
ありがとうございます。
（40 代男性）
・占い系のイベントを希望します。(40 代男性)
・先日のハーバリウムボールペンも子どもと楽しく参加で
きました。また機会があれば参加したいです。
（40 代女性）
・手作り展とか展示していただけると楽しい（70 代女性）
・絵本を作る。制作とか（40 代女性）
・コロナが落ち着いたら…また CAFÉ をやって欲しい
です。図書館でお泊り会（30 代女性）
・ハーバリウムにいつも参加できないのでもう一回やって
欲しいです。（40 代女性）
・家にいても参加出来るイベントがあると良いです。
（40 代女性）
・クリスマス関係のモビールのワークショップ
（30 代女性）
・編み物教室（40 代女性）
・ビブリオバトル（60 代女性）
・VR を活用した視認（50 代男性）
・好きな作家アンケートもいいかな（60 代女性）
・もっとむずかしいまちがいさがしが良いと思います。
（30 代女性）
・昔ながらの遊びの制作（竹とんぼ、紙てっぽう等）
（60 代男性）
・ステンドグラス教室（40 代女性）
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・県立図書館の様子とか？（50 代男性）
・急に思いつかず…ごめんなさい（60 代女性）
今後図書館で

・手作り絵本講座・グループで各 1 ﾍﾟｰｼﾞ描いて飾る

やってほしいイベントは

（見知らぬもの同士）（30 代女性）
・ヨガとかをやっているのを知っているのですが
自分の暇な時間が合わない（60 代女性）
・絵が好きなので画家の特集があったらいいなと思いまし
た。モジリアーニとか（40 代女性）
・イギリスの絵本講座
・昆虫関係のイベント（40 代男性）
・コロナが落ち着いたら親子イベントやって欲しいです
（40 代女性）
・物づくりイベント（50 代女性）
・LGBT について多種多様な人々が楽しみながら学べる
ワークショップ（本も活用して）（20 代女性）
・物を作るイベント（なんでも）をお願いします。
（40 代女性）
・今あるイベントで十分満足させていただいています。
（20 代女性）
・司書の方のおすすめの本が知りたいです(20 代男性)
・具体的には思いつきませんが物づくりイベントを希望し
ます。（60 代女性）
・いつも楽しいイベントを行って下さりありがとうござい
ます。またプラバンのものづくりに参加したいです。
（30 代女性）
・物づくりのイベントに参加したいです。
（40 代女性）
・前回のまちがい探しも楽しかったです。私は孫の協力で
助かりました。ペアの物づくり、論語、倫理的な講座も
期待しております。（70 代男性）
・リースづくり（60 代女性）
・おはなし会など（50 代女性）
・折紙教室（70 代男性）
・作家の特集（30 代女性）
・サンタへ手紙をかいて送ろう（40 代女性）
・思い浮かぶ能力も無くなった！皆さんのアイディアを楽
しむのみ（70 代男性）
・特になし

いつもいい企画だとおもいます。

(50 代男性)
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・おもちゃドクターが出来てよかった。(40 代女性)
・物づくりイベント

前回のペンづくりは残念ながら〆切

だったのでもう一度お願いします。
（50 代女性）
・ブックカフェの復活（40 代女性）
・特定の歴史上の人物について学べるイベント
（30 代女性）
・星や月のイベント（30 代女性）
今後図書館で

・本の紹介コーナー（40 代女性）

やってほしいイベントは

・夜の図書館のカフェ（コロナが落ち着いてから）（20 代
男性）
・いつもイベント楽しみにしています。早くコロナが落ち
着いて以前のように参加型をまってます。
（60 代女性）
・以前 2F でやっていたような芸術会早くできるといいで
すね（60 代女性）
・最新の本が欲しい（40 代女性）
・忙しくてなかなかイベントに参加できないのでこのよう
に図書館に来ていつでも参加出来るものがあると嬉しい
です。（40 代女性）
・仕事をしていてなかなか自由な時間がなくあまり利用
（イベント）できないので残念です。（60 代女性）
・少人数制でクリスマスの小物づくり

お正月飾り作り等

季節感のあるワークショップとかやって欲しいです。
（40 代女性）
・おじヨガ（50 代男性）
・図書館は静かな処、知りながら談話室があったらなあ。
です。（70 代男性）
・大人のぬり絵 子どものぬり絵 （40 代女性）
・コロナで難しいとはおもいますが以前行われた図書館内
全てを使ったクイズをまたやってもらえたら嬉しいで
す。子供が大喜びして参加していたので（30 代女性）
・物づくり参加したい（60 代女性）
・子供と一緒に参加できるイベント（30 代女性）
・物づくり教室（40 代女性）
・絵本講座（40 代男性）
・子供も（中学生）物づくりが好きなので物づくりイベン
トがたくさんあるといいと思います。（40 代女性）
今後図書館で

・なりきり展覧会の続編を観たいです。（30 代女性）

やってほしいイベントは

・子供に対してのイベントをもっと増やしてほしいです。
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（30 代女性）
・おじヨガのほかにおばさん対象の「おばヨガ」あれば参
加したい。
（40 代女性）
・手作り展（70 代女性）
・クリスマスリース手作りイベントなどがあったら行って
みたい。（20 代女性）
・またロビーコンサート聞きたいです。（60 代女性）
・ブックカフェまたやってほしいです。（30 代女性）
・クリスマスに向けて手作りリース等（60 代女性）
・いろいろな分野のエンターティンメントのショーをロビ
ーにて開催してほしいです。（60 代女性）
・おまかせ選書貸出とか（40 代女性）
・陶芸教室をやってほしいです。（40 代女性）
・いつも楽しいイベントが多くて本を借りる以外にも来た
い！と思うことが寄りやすくなります。今回のなりきり
も気軽に楽しめて良いと思います。個人的にはブックカ
フェが好きです。
（40 代女性）
・開館時間が夜まで延長されて、仕事帰りに寄れるように
富士吉田市立図書館へのご

なって良かったです。ありがとうございます。

意見・ご要望等

（30 代女性）
・常にいろいろなイベントをやっているので足を運ぶきっ
かけになります。2 週間に 1 回位河口湖から通っていま
す。（40 代男性）
・いつもご丁寧な対応、素敵な本の提供ありがとうござい
ます！！（20 代女性）
・いつも楽しくいかせていただいています。これからもよ
ろしくお願いします！（40 代女性）
・楽しいイベントたくさんしてほしいです。（40 代女性）
・いつも楽しいイベント等をありがとうございます。これ
からもがんばって下さいね♡（40 代女性）
・入館時間の区切り間隔が長くなってよかったです。
（40 代女性）
・TOEIC、TOEFL などの語学の資格や簿記や宅権など資
格を勉強するための本をそろえてほしい。
（40 代男性）
・いつも楽しませていただきありがたいです。
（40 代女性）
・市の広報でイベントの件よく見ています。次々にいろい
ろ工夫されていて素晴らしい。今後も楽しみです。
（70 代女性）
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・皆さん（受付される方々）がフレンドリーで、穏やかな
気持ちになります。（60 代女性）
・いつも楽しいイベントありがとうございます。
富士吉田市立図書館へのご
意見・ご要望等

（60 代女性）
・いつも素敵です。親切でありがたいです。（60 代女性）
・いつ来ても気持ち良く選書もいいです。有難うございま
す。
・オリジナリティがあるおもしろイベントが多く楽しいで
す。（40 代女性）
・いつもありがとうございます。（50 代男性）
・いつもお世話になっています。これからもよろしくお願
いします（60 代女性）
・いつも親切にして頂き有難うございます。（50 代女性）
・色んなイベント楽しみにしています。今日のなりきりの
アイディアもとても良かったです。
（50 代女性）
・コロナが早く終息して図書館の BOOK カフェに来たい
です。（50 代女性）
・いつも利用させて頂きありがとうございます。
（30 代女性）
・資料がたくさんあるのでうれしいです。
（30 代女性）
・コロナ渦大変ですががんばってください(50 代男性)
・新しい生活様式が進められている中考慮しながら図書館
を開館して頂き嬉しく思っています。日常生活でも自粛
モードが続く中、本や図書館に行くことで癒されていま
す。ありがとうございます。（40 代女性）
・いつも楽しく利用させて頂いています。運営ありがとう
ございます。（20 代女性）
・イベントやウイルス対策など大変ですが頑張って下さい
（30 代男性）
・レファレンスサービスの充実を希望します。いつも貴重
なサービスをありがとうございます。（40 代男性）
・一人 30 冊まで借りられるのはなかなかないのでありが
たいです。
（40 代女性）
・コロナで仕事が増えて（消毒など）大変だとは思います
がこれからもみんな（老若男女）に愛される図書館を目
指してください。
（50 代女性）
・いろいろな企画が次々あり利用者も増えるのでは？素晴
らし！
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・ありがとうございます。（50 代男性）
富士吉田市立図書館へのご ・いつも親切に本を探してくださりありがとうございます
意見・ご要望等

（70 代女性）
・とてもステキな場所だと感じています。
（30 代男性）
・いろいろイベントをしていただきただ本を選ぶ所以上の
事をしていると思いました。(60 代女性)
・いつもきれいな館内で職員の方の対応もすごく良いです
いつもありがとうございます。（20 代女性）
・いつも本をお借りしていてとってもありがたいです。
（70 代女性）
・いつも笑顔で対応していただき癒されます。
（40 代女性）
・いろいろな楽しみを作って頂きありがとうございます。
楽しい企画いろいろやって下さーい（40 代女性）
・いつもありがとう（50 代女性）
・いつも丁寧な対応ありがとうございます。（50 代女性）
・いろいろなイベントをきかくして、コロナでいろいろで
きないこともある中楽しませてくれてありがとうござい
ます。楽しい企画をこれからも続けてください。
（40 代女性）
・感染症対策がきちんと行われているので、いつも安心し
て利用することができます。ありがとうございます。
（30 代女性）
・いつも楽しく利用させていただいています。スタッフの
皆さんありがとうございます。（40 代女性）
・とても良い環境で本への愛着を増すような取り組み（書
評など）が素晴らしいと思います。
（60 代女性）
・コロナ自粛中もいろいろな活動をして頂いてとても楽し
んでいます。、またいろんな企画を楽しみにしています。
（50 代女性）
・好きな場所です。（50 代男性）
・できたら休館日が無いように

また、夜遅くまで開館し

てもらえるとありがたいです。（60 代男性）
・いつも好きな本をリクエストすることが出来感謝
（70 代女性）
・いつも気持ちよく本を借りています。居心地のいい図書
館だと思います。
（60 代女性）
・読書通帳もいいアイディアだと思います。子どもも記帳
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するのが楽しいようです（40 代女性）
・コロナ渦の中ご苦労がたくさんおありのことと思います
在宅自粛中は皆さんの図書館開設が唯一の救いでした。
今後ともよろしくお願いします。（60 代女性）
・いつもお世話になっているのでこれ以上の要望はありま
富士吉田市立図書館へのご
意見・ご要望等

せん。（30 代女性）
・いつもご苦労様です。おかげさまで本を借りて読んでお
ります。（60 代男性）
・いつもイベントが工夫されていて楽しいです。
（30 代女性）
・職員さんの皆さんの努力のおかげで図書館に出かけるの
が楽しみです。これからも楽しく本を選べて「子供たち
がはしゃげる」図書館になってください。(60 代女性)
・本についている「〇〇賞」や「このミステリーがすごい」
等を参考に本を選んでいるので新しい作家さんの本にも
挑戦できてありがたいです。（40 代女性）
・図書館らしくない図書館また、企画（一般公募もいいか
な？）をして楽しませていただきたいです。
（60 代女性）
・他館にはない真面目に面白いイベントを毎回楽しみにし
ています。いつも親切に対応して下ってありがとうござ
います。（40 代女性）
・市外（河口湖）ですがイベントもあり定期的に通ってい
ます。いつもありがとうございます。（40 代女性）
・朗読会（大人の為の）も良いのでは･･･。（60 代女性）
・いつも親切にしていただきありがとうございます。毎回
楽しく過ごさせていただいています。（40 代女性）
・ネットで DVD

CD の検索が出来ない。予約方法をアッ

プして欲しい。（40 代女性）
・特にないです。来館楽しみにしています！いつもありが
とうございます。
（30 代女性）
・いつも丁寧な対応ありがとうございます。絵本コーナー
季節のディスプレー（絵本特集など）楽しみに見させて
頂いています。
（70 代女性）
・楽しみが小説が一番なので無料で借りられて図書館の存
在自体に心から感謝しています。これからもよろしくお
願い致します。（40 代女性）
・いつもいろいろイベントを計画されていて取り組みが面
白いと思います。図書館で殺人事件とかなかなか斬新で
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した。（30 代女性）
富士吉田市立図書館へのご ・いつも気持ちの良い対応をして頂いています。館内も清
意見・ご要望等

潔で気持ちがいいです。イベントも盛りだくさんで感心
んします。
（60 代女性）
・いつもイベントありがとうございます。けっこう楽しい
です。（40 代女性）
・いつも本をきれいにして貸し出してくださりありがとう
ございます。様々な箇所を消毒するのはとても大変です
よね。頭が下がります。
（40 代女性）
・たいへんおもむきのあるイベントでした。ご苦労様です。
次も楽しみにしています。（60 代女性）
・本のリクエストありがとうございます。
（70 代男性）
・図書館で出すインスタとかあると便利（40 代女性）
・祝日もしているのでとてもうれしいです（70 代女性）
・非常に便利に利用しています。（80 代男性）
・いつも子供に本をえらんでくれてありがとうございま
す！（30 代女性）
・コロナ前に戻るのはいつになるでしょうね（60 代男性）
・いろんなイベントをやってくださっていて活気があり個
人的には近場の図書館よりこちらの方が好きでよく来て
います。（30 代女性）
・いつも親切に対応していただいております。ありがとう
ございます。（60 代女性）
・私の孫は小学校 4 年生と 3 年生と 1 年生です。この子達
が楽しめる紙芝居がもっとあるといいです。
（60 代女性）
・いつも楽しいイベントありがとうございます。2 階の席
を少しづつ開放してほしいです。
（学生のためにも）
（50
代女性）
・いつもお世話になっています。新しい本がいっぱいあっ
てとても嬉しいです。ありがとうございます。（50 代男
性）
・来るたびに新しい本にあえて幸せ（60 代女性）
・いつも楽しく本を読ませて頂いています。（70 代女性）
・この辺りの図書館では対応 NO.1 です。ぜひそのまま続
けていって欲しいです。いつもありがとうございます。
（30 代女性）
・読みやすい小説などコーナーを作って欲しい！！何から
読みだしたらよいかわからない（50 代男性）
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・いつも気持ちがよく感謝（市役所の職員さんに見習って
ほしい）（50 代女性）
富士吉田市立図書館へのご ・いつも新しい本が借りられて楽しむことが出来ています
意見・ご要望等

（50 代女性）
・図書館に来るのがとても楽しみです」。
（50 代女性）
・いつも前向きでスバラシイ！！（60 代男性）
・図書館が楽しくなりました。（70 代男性）
・いつも感染症対策をしっかりされているのでありがたい
です（50 代女性）
・コロナ禍の中で色々と工夫して図書館を楽しいステキな
場所へとする努力しているところに好感がもてます。こ
れからも期待しています。（50 代女性）
・いつも暖かく接していただきありがとうございます（50
代女性）
・いつも要望を聞いて頂いております。これからもよろし
くお願いします。
（60 代女性）
・いつも大変お世話になっています。（70 代女性）
・すごく前向きで素晴らしいと思います。
（50 代女性）
・職員の皆様皆親切で毎回気持ちよく来られます。（60 代
女性）
・いつもありがとうございます。（40 代女性）
・開放感 清潔感もあり心地よいです。本の品ぞろえも多
くてありがたいです。（40 代女性）
・司書の方々がとても親切です。いつも感謝しております
ありがとうございます。
（60 代女性）
・コロナで大変ですが図書館が使用できてとてもありがた
いです。消毒等、余計な仕事もあり大変だとは思います
がこれからも楽しい本をそろえて下さい。おもしろいイ
ベントや工夫したイベントありがとうございます。これ
からも楽しみにしています。（60 代女性）
・楽しみに本を読ませてもらってる。（70 代男性）
・河口湖町民ですがこちらの図書館の方がイベント・スタ
ッフ 使いやすさが良くついついこちらに来てしまいま
す。いつもありがとうございます。
（40 代女性）
・スタンプラリーでもらえるイベントが分かりづらいです
ホームページを見ても今回の『なりきり展覧会』でポイ
ント加算対象のことは記載されてない気がします。よろ
しくお願いします。毎回係の方が皆さん親切で色々な情
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報を教えて頂き助かってます。ありがたいです。
（40 代
女性）
・今後も様々なイベント等を楽しみにしています。がんば
富士吉田市立図書館へのご
意見・ご要望等

ってください（40 代男性）
・いつも利用させていただいています。ありがとうござい
ます。
・コロナでなかなか図書館に来れず予約して何カ月も待っ
た時、本が読めないのはとてもさみしいと思いました。
開館出来て本当にうれしい。（60 代女性）
・面白いイベントとかたくさんやっていて図書館に来るの
がとても楽しいです。（40 代女性）
いつも色々と楽しませて頂いてます。コロナですが元気
をもらってます。
（40 代女性）
・とても見やすい。場所も良いと思う（Ｐも広いし）（60
代女性）
・現在コロナ禍なのでもう少し時が過ぎたら色々企画して
ほしいと思います。（70 代女性）
・ＤＶＤの種類を多くしてほしい。
（70 代男性）
・応対がいつも皆さん明るく相談にも親切に応えてくださ
り感謝しています。（70 代女性）
・イベントをいろいろ考えて

していて楽しくなります。

（50 代女性）
・いつも楽しい企画をありがとうございます。これからも
足を運びます。（30 代女性）
・アイディアが多く楽しませていただきありがとうござい
ました。（50 代女性）
・久しぶりに来るようになりました。楽しく明るくなりう
れしいです。（50 代女性）
・インターネットで予約が出来てすごく便利です☺
大変親切に対応してくださり助かります。
（30 代女性）
・意見はありません。いつも館内の消毒のお姿を拝見させ
て頂いております。本当にご苦労様です。ありがとうご
ざいます。
（57 歳男性）
・大変変わった図書館はうわさ通りでした。図書の置かれ
た冊数は文化のバロメーター。日本の図書館にしてほし
いね（70 代男性）
・新刊をもっと入れてください。（80 代女性）
・いつも同じ本が多いので入れ替えて欲しい（70 代女性）
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・一回延長があるので助かります。小説は一冊読み終わる
のに時間がかかります。寝る前に読んでるけどすく眠く
なりなかなか進みません。（60 代女性）
富士吉田市立図書館へのご ・また、楽しみにしています。（40 代女性）
意見・ご要望等

・いつも職員さんたちが親切で気持ちよく利用させて頂い
ています。ありがとうございます！！（30 代女性）
・いつも整理整頓されていてとても気持ちがいいです。こ
れからもよろしくお願いします。（30 代女性）
・いつもありがとうございます。よい環境親切な対応に感
謝しています。（50 代女性）
・コロナ期でなかなか映画等にもとまどいがあり鬼滅の刃
などの本、雑誌なども入れてほしいです。
（40 代女性）
・コロナで大変な日々が続いておりますが頑張って下さい
（60 代男性）
・親切でいいと思います。（50 代女性）
・子供が本が好きになりました。図書館の方々も皆さん親
切で。ありがとうございます。（30 代女性）
・作者のトークイベントをやって欲しい。びじゅちゅーん
という本を出している井上涼さんとか来て作品について
話を聞きたい。(40 代女性)
・毎回来る度に感動しています。図書館いろいろ見てきま
したがここまでやるところはなかなかないと思います。
（30 代女性）
・来られない時があったからこそ図書館のありがたみが分
かりました

感謝！！（60 代女性）

・パラコードアクセサリーの本があると良い（30 代男性）
・図書館に行くことは数少ない楽しみの一つです。忙しく
てゆっくり本を選ぶ事が出来ないのが残念ですが図書館
に入るだけでホッとします。いろいろなイベントを計画
して下ってありがとうございます。
（60 代女性）
・絵本の読み聞かせ

頻繁にやってくれるとうれしいです

（30 代女性）
）
・面白いイベントがたくさんあって嬉しいです。子どもが
いて参加したいけど出来ないイベントもあるのでたくじ
とかもあったらありがたいです。（30 代女性）
・いつも楽しませてもらってます。
（30 代女性）
・いつも親切に応対して頂いています。ありがとうござい
ます。（60 代女性）
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・いつもたのしいイベントや展示に感心しきりです。本当
にすばらしい図書館です。（30 代女性）
・新聞などで紹介されているものとコラボしたコーナー
富士吉田市立図書館へのご
意見・ご要望等

（70 代男性）
・あまり人を呼ぶ事は出来ませんがイベントをして欲しい
（40 代女性）
・30 冊も借りられたくさん種類もあるのでいつ来ても
楽しいです（30 代女性）
・YouTube が面白いです。（50 代女性）
・子供の本がたくさんあって良いです。（30 代女性）
・ハーバリウムボールペンが良かったのでまたやりたい。
（30 代女性）
・富士吉田市民でよかったな！と思います。この図書館に
来られるので。そう思っている人多いと思います。いつ
もありがとうございます。（40 代女性）
・いつもお世話になります。（30 代女性）
・いつもありがとうございます。ていねいで優しい所が良
いと思います。（20 代男性）
・いつも図書館を利用しやすくイベントをしたり工夫して
頂きありがとうございます。（50 代女性）
・自由に本を貸し出していただける事で助かっております
その分他のことにお金を使え経済的です。コロナでも時
間帯で貸出可能になり良かったです。
・消毒等感染予防をしていただき安心して来館できていま
す。ありがとうございます。
・いつも丁寧な対応ありがとうございます。（30 代女性）
・大変な中ですががんばってください。応援しています。
（30 代男性）
・コロナ禍の中と図書館のスタッフの方々が工夫を凝らし
た色々なイベントを企画してくださりとても有難く思い
ます。（40 代女性）
・らしくない図書館でしたっけ？意気込みが感じられ、勢
いがあると思います。図書館の未来が楽しみです。
（50 代女性）
・いつもおもしろいアイディアがあってとても好きです！
（40 代女性）
・色々なイベントに取り組んでいておもしろい
（50 代女性）
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・CP で本の延長が出来ればいいと思いました。
（50 代女性）
・人気のイベントはすぐ定員いっぱいになってしまうので
富士吉田市立図書館へのご
意見・ご要望等

何回も実施してもらいたいです。（40 代女性）
・コロナ禍で大変かと思いますが様々なイベント開催を期
待しております。
（40 代女性）
・いつも気持ちよく利用させていただきありがとうござい
ます。（40 代女性）
・話題になった映画、ドラマの本のコーナーなどを作って
もらいたい（50 代女性）
・とにかくすばらしい図書館です。図書の配置も非常に考
えられていると思います。またスタッフの方がいつも優
しく接してくださり心が温まります。（50 代男性）
・コロナ対策をしながら気軽に楽しめるようなアイディア
を考えて下さい。来るのが楽しみです。（40 代女性）
・これからも楽しいイベントを期待しています。
（40 代女性）
・キッズスペースの確保と空間の設備が必要と思われます
が如何（60 代男性）
・季節ごと様々な企画で楽しいです。（40 代女性）.
・すごく満足しています。（70 代女性）
・来館するとイベントをしていて活気がありとても良いと
思います。
（40 代女性）
・いつも良い本がそろっていていい図書館だと思います。
（40 代女性）
・DVD を閉館時に返却できるシステムがあれば
ありがたいです。
（30 代女性）
・新しい取り組みが続々とありとても楽しいです。（30 代
女性）
・いつも丁寧な対応ありがとうございます。（40 代女性）
・いつもありがとうございます。（30 代女性）
・いつも安心して利用しています。ありがとうございます
（40 代女性）
・いつも丁寧な対応で感謝しています。（60 代女性）
・ご多忙の中多様な取組ご苦労様です。（50 代男性）
・スタッフの方々

とてもしんせつにおしえてくれ助かっ

てます。
（60 代女性）
・様々に企画されていて、楽しい場所です。（50 代男性）
43

・早く図書フェスやりたいですね（40 代女性）
・いつも楽しい。ありがとう!(^^)!（30 代女性）
・早く座ってゆっくり本を読みたい。（60 代女性）
富士吉田市立図書館へのご ・いつもたくさんの本を見ることが出来るのも図書館の職
意見・ご要望等

員の方のおかげです。いつもワクワクドキドキさせてく
れてありがとうございます。（40 代女性）
・面白い企画があって毎回楽しみです。（50 代女性）
・色々イベントがありいつも楽しく利用させて頂いていま
す。（40 代男性）
・いつもありがとうございます。（60 代男性）
・いつもありがとうございます。（50 代女性）
・コロナが落ち着いたら BookCafé お願いします。（20 代
女性）
・いつもきれいでよいと思います。
（40 代女性）
・いつも笑顔で親切に対応してくださりありがとうござい
ます。そのおかげでまた本を借りに行きたいなーと何度
も図書館に寄りたくなります。また次の企画を楽しみに
しています。（20 代女性）
・いつも丁寧な対応をして頂いてありがとうございます。
お仕事ご苦労様です。（20 代男性）
・雑誌も最高でした。（30 代女性）
・いつもスタッフの方が親切でありがたく思っています。
（40 代女性）
・職員の皆さま

いつも笑顔で親切に対応してくださいま

してありがとうございます。これからも何かとお世話に
なりますが宜しくお願いします。（70 代男性）
・図書館に安心して来られます。（消毒など良くしている）
毎日来るのが楽しみです。（60 代女性）
・無理ばかり依頼しているけれど全てに対応して頂き感謝
ばかり。ありがとうございます。（70 代男性）
・色々なイベントを企画してくださって毎回楽しませても
らってます。（40 代女性）
・早く正常な運営に戻るといいですね。（50 代男性）
・他市町村図書館と比べ話題作

受賞作の入荷が遅いかも

と感じています。
（50 代男性）
・わざわざ在住ではないけれど… この図書館の全てが好
きで楽しいので来ています。工夫が💮（60 代女性）
・いつも色々なイベントをして下さりありがとうございま
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す。（40 代女性）
・いつもていねいな対応ありがとうございます。
（30 代女性）
・いつも助かっています。ありがとうございます。
（40 代女性）
・いつも工夫されていて来館しやすい雰囲気がとても良い
富士吉田市立図書館へのご
意見・ご要望等

です。ありがとうございます。（60 代女性）
・どんどん新しい本を入れて欲しい。（40 代女性）
・ポイントカード！しばらく来館しない間のシステムです
ね～楽しそうだけれど…もう少しアピールしてください
ね（50 代女性）
・いつもありがとうございます。（40 代女性）
・とてもきれいで楽しい図書館で図書館員さんも丁寧で気
持ちがいいです。
（40 代女性）
・よく利用しており最近いろいろな企画が楽しいです。
（50
代男性）
・まさに富士が見える図書館

額縁を 2 階に設置は？？

（70 代男性）
・飲食が出来るカフェスペースを併設したり民間企業との
コラボレーションも期待しております。（30 代男性）
・対応が親切で来館しやすいです。
（30 代女性）
・いつも親切な対応ありがとうございます。（30 代女性）
・コロナで今まで図書館を利用するのにとまどいもありま
したが今日来て良かったです。安心しました。（60 代女
性）
・いつも楽しいイベントもりだくさんで図書館に来るのが
楽しみです。これからも様々なイベントを期待していま
す☺ こどもに優しく接してくださり感謝です。（30 女
性）
・とても良かったです。
（40 代男性）
・講演会 例 林真理子さんなど（40 代女性）
・今後とも色々企画して楽しみたい。（70 代女性）
・利用が 2 回目ですが親切に対応して下さりありがとうご
ざいます。
（40 代女性）
・いつもきれいで対応も優しく感謝しています。
（50 代女
性）
・皆さんが本当に優しくて本当に本をあいしてるんだろう
なと感じます。いつも気持ちのいい対応ありがとう！！
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（70 代女性）
富士吉田市立図書館へのご ・楽しいイベントをたくさんしてますね。とてもいいです
意見・ご要望等

ね。（30 代女性）
・コロナ禍の中何かとお気遣いいただきありがとうござい
ます。安心して図書館を利用できています。
（30 代女性）
・私たち家族図書館大好きです。今から寒くなりますので
くれぐれもお体を大切にインフル、コロナに気を付けて
（60 代女性）
・歌舞伎、茶道、日本舞踊等日本の伝統文化の専門書が少
ないので増やして欲しいと思います。それから、それに
付随した DVD が商品化されていますので出来ればお願
いしたいと思います。（60 代女性）
・いつもびっくりするような素敵なイベントを開催して
スゴイと思います。これからも頑張って下さい。
（40 代女性）

アンケート集計（子供 120 名分）
：
100 名

楽しかった
展覧会はどうでしたか？

まあまあ楽しかった

18 名
2名

楽しくない

・としょかんの人がゆうめいなえの中にはいっていておも
しろかった。（7 歳女子）
・かおがおもしろかった（5 歳女子）
・はいけいなどもにていたけど、ポーズがすごくにていた。
すごーい！（10 歳女子）
・うまくマネできていたのでおもしろかった（11 歳男子）
・おもしろかった（10 歳女子）
・光やかげまで細かく再現されていてすごかったです。
（12 歳女子）
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・おもしろかった（5 歳女子）
・発そうが楽しい（女子）
・たのしい（6 歳男子）
・まったくにてない（6 歳男子）
展覧会の感想を

・たのしかった（9 歳男子）

教えてください

・おもしろい（７歳女子）
・
『さけび』がとてもおもしろかったです。
（6 歳男子）
・いろんな作品があって面白かった。（8 歳女子）
・しらなかったりしってたりする作品があってしってるの
は、おもしろいとおもえたし、しらないのはもちろんお
もしろいってのもあるし、学べるということもすごいよ
かったです。（8 歳女子）
・おもしろかった（8 歳男子）
・ほんとうにみたことがあったさくひんでした
（7 歳男子）
・とても似ていたのがいいと思いました。
（11 歳女子）
・ファンキーしまいがおもしろかった。
モナリザがおもしろかったです。
（8 歳女子）
・そっくりだった。（9 歳女子）
・みんながんばってなりきっているなとおもいました。
（8 歳男子）
・正直あんなに再現できると思わなかったのでびっくりし
ました。（11 歳女子）
・すごくおもしろかった。（7 歳男子）
・すごい（6 歳男子）
・にててほんとうのえに見えた。（8 歳男性）
・すごくえがよかった（14 歳男子）
・すごくかっこよかった。（6 歳男子）
・すごかった（6 歳女子）
・なりきりてんらんかいをみてとてもたのしかったです。
（9 歳女子）
・まーまー

たのしかった（5 歳男子）

・おもしろかった。
（10 歳男子）
・なりきり方が上手でした。（9 歳女子）
・
『ムンクのさげび』や『しんじゅの耳かざり』が似ていて
おもしろかったです。（10 歳女子）
・むんくのさけびとみかえりびじんです。絵がおもしろか
ったです。
（7 歳女子）
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・おもしろかったまたやってほしい。（10 歳男子）
・ムンクのさけびがおもしろかった。（8 歳女子）
・本があってわかりやすかった。（8 歳女子）
展覧会の感想を

・おもしろかった（12 歳女子）

教えてください

・しってるえがあっておもしろかったよ（5 歳男子）
・おもしろかった（4 歳女子）
・ファンキー姉妹のてんらんかいがおもしろかった
（7 歳男子）
・すごい（6 歳女子）
・さけびがおもしろかった。（6 歳女子）
・みんな上手だった。（4 歳男子）
・おもしろかった（5 歳女子）
・3 歳の子どもでも分かる展覧会でした。本もあり比べて
見れたので楽しかったです。パイプをくわえた男、真珠
の耳かざり

とても似ていました！（3 歳男子母）

・すごかった。（11 歳女子）
・
『さけび』の後ろにいるファンキー姉妹がおもしろかっ
たです。（10 歳女子）
・絵に見本もついていたので、見比べることができて楽し
かった。全部自然にできていておもしろかったです。
（40
歳女子母）
・えがおもしろかった。
（5 歳女子）
・いろいろなえがあってたのしかった。（8 歳女子）
・べんきょうになりました。（7 歳男子）
・なりきりの下にある説明文？的なののストーリー？おも
しろかった。（11 歳男子）
・どれもなりきっていて本物の絵と同じポーズなのが面白
くて楽しかったです。（13 歳女子）
・見たらおもしろくなって、しかも上手くできていました
（10 歳女子）
・わたしもやりたい（6 歳女子）
・いろいろな絵のなりきり方がすごくおもしろかったです
（12 歳男子）
・ナポレオンがのっているうまのしっぽがない！
（6 歳女子）
・
『ピアノの弾く少女たち』の絵のまねがうまかった。
（12 歳女子）
・そういうなりきったものなどを自分でもやってみたいと
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おもった。自分が有名な絵になることは楽しそうだと思
った。（11 歳女子）
・おもしろかった（8 歳男子）
・またみてみたいとおもった（9 歳男子）
・すごくおもしろかったです。（8 歳女子）
展覧会の感想を

・全部にていておもしろかったです。（9 歳女子）

教えてください

・知っている絵で作っていたのでみていてとてもおもしろ
かったです。（4 歳女子）
・サン・ベルナール峠を超えるナポレオン風がおもしろか
った(8 歳女子)
・江戸兵衛の顔がおもしろかった（8 歳女子）
・下にある本のようなもののまねをしていてすごかった。
（8 歳女子）
・全員似ていたが特に「オフィーリア」が似てた。
パイプをくわえた男などもおもしろかった。
（11 歳女子）
・もうすこしいろいろな絵をかざってほしい！！
（9 歳女子）
・楽しかった。（6 歳男子）
・似ていた。分かりやすく展示してあり見やすかった。
（11 歳女子）
・にている

たのしい（10 歳男子）

・けっこう似てた（12 歳男子）
・なんかへん（6 歳男子）
・いろいろたくさんあっておもしろかった（6 歳女子）
・きれいだった（4 歳男子）
・おもしろかった（6 歳女子）
・絵とおなじしゃしんがおもしろかったです。（5 歳男子）
・いろんなえがあって楽しかった。
（7 歳女子）
・いろんな絵があっておもしろかった（11 歳女子）
・たのしかったしおもしろかったよ（5 歳女子）
・ファンキー姉妹がすごくおもしろかった。（9 歳女子）
・なんかおもしろいかんじとおもいます。
（7 歳女子）
・図書館のひとたちがいておもしろかった。（9 歳女子）
・顔のわからないえもありましたね。スタッフの名前もか
いてあればよかったですね（年齢不明男子）
・おもしろかったです。なぜかと言うと全部似ていたから
です。（8 歳女子）
・みんなしっかりなりきっていました。（8 歳女子）
49

・楽しかった。ピアノのレッスンの写真が似てた。
（4 歳女子母）
・なんか笑えました。（12 歳男子）
・すごい本物みたいだった（9 歳女子）
・有名な絵画の作品になりきっていて、とても完成度が高
いなとおもいました。すごく楽しめました。
（15 歳女子）
・おもしろい。絵とにているものもありました。
展覧会の感想を
教えてください

（10 歳男子）
・面白いけどその絵がどのようなものかも分かり勉強にも
なってよかった（12 歳男子）
・よかったです。
（5 歳男子の母）
・とても面白かったです！
・みんな上手にできていた。（8 歳女子）
・めっちゃ似ててびっくりしました。（16 歳女子）
・本物とにているものもあったし

にてないものもあって

楽しかった。（9 歳女子）
・じょうずだった（6 歳男子）
・くさとかぐらでーしょんとかすごい。
（6 歳女子）
・本物みたいになりきれてすごいとおもいました。
（9 歳女子）
・いち番にていたのがオフィーリア風です。（9 歳男子）
・本に書いてある絵ににていた（8 歳女子）
・おもしろかった
・とてもにていた（10 歳女子）
・なりきれていておもしろかったです。
（8 歳女子）
・おもしろかった（8 歳男子）
・どれも本の絵とにていてよかった（11 歳女子）
・絵についてのかいせつの本があってわかりやすかったで
展覧会の感想を

す。「マラーの死」（右利き初日←みやぞん）が見たかっ

教えてください

たです。（8 歳女子）
・黒い台がにぎやかになっていいと思う。
（11 歳男子）
・やっこえどべえの絵がおもしろかった。
（7 歳男子）
・水とうをかわいく！リメイク（10 歳女子）
・キラキラしたキーホルダーを作るイベントをしてほしい
（5 歳女子）
・かくれんぼ（7 歳女子）
・ミニサイズの本作り（9 歳女子）
・だつごくごっこ（12 歳男子）
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・陶芸教室をやってほしい。（11 歳男子）
・たからさがし（10 歳女子）
・ぬりえ（5 歳女子）
・けしまるくんにのりたい（女子）
・どっちぼーる（6 歳男子）
・なんでもいい（6 歳男子）
・しょうぎ（9 歳男子）
図書館でやってほしい

・どうぶつ

魚 とり むし

おすすめの本（7 歳女子）

イベントは

・
「どこなんだ 3」がたのしかったのでもっともじをふやし
てまたやりたい（6 歳男子）
・なぞときをやってほしいです☆（8 才女子）
・何かを作ったり自分（こども）が図書館の人になるたい
けんをやってほしい。（8 歳女子）
・おすすめの本のしょうかい（11 歳女子）
・キャラクターのおりがみ（きめつ・ポケモン）
（8 歳女子）
・どくしょかんそうぶん（8 歳男子）
・book カフェ（飲み物の種類を増やし）
（11 歳女子）
・ビンゴ（7 歳男子）
・本よみたいかい（8 歳男性）
・おはなしかい（14 歳男子）
・くるまのおまつり（6 歳男子）
・ハロウィン（6 歳女子）
・図書館でおすすめの本でなりきって下さい。（9 歳女子）
・
「図書館でピタゴラスイッチ」「図書の本

ドミノ」

（10 歳女子）
・さんたにてがみをかきたい（7 歳女子）
・さんたにてがみをかく（10 歳男子）
・よみきかせ（8 歳女子）
・お絵かききょう室（8 歳女子）
・何かを作るイベント（12 歳女子）
・おりがみ（5 歳男子）
・げーむをつくるいべんと（7 歳男子）
・てつ道（鉄道の本が見たい）（6 歳女子）
・ちょっとだけ怖いお話（4 歳男子）
・かみしばい（5 歳女子）
・絵をかく人のはっそうがすごいと思いました。
（10 歳女子）
・楽しかったです！（6 歳女子）
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・しおりを作ること（10 歳女子）
・絵本のスタンプラリー（4 歳女子母）
・え（5 歳女子）
・めいろ（8 歳女子）
図書館でやってほしい

・ぬいぐるみおとまりかい（7 歳男子）

イベントは

・コロナが終わったらまたブックカフェをやってほしい。
（11 歳男子）
・ガリウムボールペン作りの教室を続けて欲しいです。
（13
歳女子）
・自分だけのミニチュア（家）を作るイベント（10 歳女子）
・キャラクターイベント（6 歳女子）
・おりがみ教室（6 歳女子）
・高学年用の料理教室（12 歳女子）
・なぞ解きイベント

ハーバリウムのイベントに参加でき

なかったのでもう一回やってもらいたい。
・かざりずし（11 歳女子）
・なぞとき（8 歳男子）
・としょかん殺人のどうがをやったときみたいに動画をと
ってほしい。（9 歳男子）
・パンダの本の会（8 歳女子）
・お祭りでやるスーパーボールすくいやいろいろやってほ
しいです。そしてクリスマスのかざりをつくるのをやっ
てほしいです。（9 歳女子）
・ハロウィンやクリスマスの飾りを作るイベント
（4 歳女子）
・ふしぎなだがしやさん（8 歳女子）
・クリスマスのようにサンタさんに仮装した人が本を読ん
でくれる。
（8 歳女子）
・こどもたちで図書館の人に体験できるイベント！！
こどもたちがおすすめの本を紹介するイベント！！
（11 歳女子）
・なぞときゲーム(9 歳女子)
・物づくり（6 歳男子）
・今はコロナだけど何か作ってみたい。
今この図書館の借りている人気の表が見てみたい。
（11 歳女子）
・ゲームをつかって本を楽しめるもの（10 歳男子）
・図書館おとまり会（12 歳男子）
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・ポケモンカード大会（6 歳男子）
・鬼滅の刃の本のイベントをだしてほしい。（7 歳女子）
図書館でやってほしい
イベントは

・みんながたくさんかりにくるようなおもしろいえほんを
いっぱいいれてください。
（6 歳女子）
・おまかせします。（4 歳男子）
・おまかせします。（6 歳男子）
・ジャンケンのスタンプラリー（5 歳男子）
・しおり作り
ブックカバー作り（11 歳女子）
・くりすますのかーど（5 歳女子）
・きめつのやいばになりきりてんらんかい（9 歳女子）
・子ども用ハーバリウム（9 歳女子）
・手づくり絵本（8 歳女子）
・図書館の中でスタンプラリー（8 歳女子）
・工作したい（4 歳女子母）
・リース作り（8 歳女子）
・恐竜（12 歳男子）
・ジュースのみほうだいというイベントです。（9 歳女子）
・すごかった（8 歳女子）
・スタンプラリー（図書館内でキャラクターを見つけたら
スタンプを押す！みたいな、富士急のトーマスランドの
迷路みたいな）
・折り紙をおったらスタンプを押してくれる（これからイ
ベントの少ない季節なのでサンタやトナカイ、おもちゃ
などの作り方を図書館で配布し作ってきたらスタンプ？
をプレゼントしてもらえる）（5 歳男子の母）
・脱出ゲーム
Book Café（無理ですね…）（11 歳女子）
・いろんな本のしょうかい。（8 歳女子）
・ビンゴ ババ抜き大会（16 歳女子）
・子ども用

ハーバリウムボールペン（9 歳女子）

・えいが（6 歳男子）
・年賀状作り
ざんしょみまいのはがき作り
子どもようのハーバリウムボールペン作り
図書館でやってほしい

できなかったのでもう一度やって欲しいです。

イベントは

（12 歳女子）
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・ふうせんであそぶ（6 歳女子）
・クイズつき宝探し（9 歳女子）
・だれでもできる体をやわらかくするイベント
（オンライン）（9 歳男子）
・おとまりかいをやってほしいです。（10 歳女子）
・ドラえもんの本をふやしてほしい（8 歳男子）
・今のままでいいと思う（今までやってきたの）
（11 歳女子）
・折り紙教室（8 歳女子）
・おじヨガならぬおばヨガ（11 歳男子）
・親子で参加できるイベント（2 歳女子母）
・なぞとき（7 歳男子）
・鬼滅の刃（7 歳女子）
・リカちゃん人形（ゆめいろリカちゃん）
、うんてい
（5 歳女子）
・おさいほう！鬼滅の刃（本当に大好き）
（10 歳女子）
・ポケモン（5 歳男子）
・乗り物、サッカー、野球（年齢不明男子）
好きなこと・好きなモノ

・三国志（12 歳男子）

流行っていることは

・野球（11 歳男子）
・きめつのやいば（10 歳女子）
・鬼滅の刃（12 歳女子）
・きめつのやいば（5 歳女子）
・プリキュア（女子）
・いちご（6 歳男子）
・しょうぎ（9 歳男子）
・生もの（７歳女子）
・コロナになりたくないです。
仮面ライダーセイバー
きめつのやいば（6 歳男子）
・好きなものはすとぷり（すとろべりーぷりんす）です。
（8 歳女子）
・ミニチュアなど。本を読むこと。
（8 歳女子）
・きめつ（7 歳男子）
・神話 すみっこぐらし（11 歳女子）
・あつもり
サバイバルとドラえもんのまんがです。
（8 歳女子）
・きめつの刀（9 歳女子）
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・本をよむこと（8 歳男子）
・本

食べ物 ゲーム アニメ（鬼滅）マンガ

（11 歳女子）
・あつ森（7 歳男子）
・きめつのやいば（6 歳男子）
・すきなことは おにごっこ（8 歳男子）
好きなこと・好きなモノ

・おもちゃのくるまであそぶこと（6 歳男子）

流行っていることは

・きめつのやいば（6 歳女子）
・きめつのやいば（5 歳男子）
・ゲーム 本 動物（10 歳男子）
・鬼滅の刃（10 歳女子）
・いぬ（7 歳女子）
・こっとう（古道具）
・すみっこくらし

れきしのまんが

手話（8 歳女子）

・おりがみをおること（8 歳女子）
・ファーストナイフ
きめつの刃（12 歳女子）
・きめつ（5 歳男子）
・とむとじぇりーがすきです。（7 歳男子）
・いちご（6 歳女子）
・ウエスタンリバーてつ道（ディズニーランドのウエスタ
ンリバー鉄道が好き）（6 歳男子）
・ウルトラマン
やきゅう（4 歳男子）
・うんどうかい（5 歳女子）
・お花屋さんごっこ
○○○の骨（きょうりゅう・動物）（3 歳男子の母）
・好きなことは音楽（10 歳女子）
・きめつのやいばごっこ
プリキュアごっこ（6 歳女子）
・これからもがんばってください。
（11 歳女子）
・お絵描き

おりがみ はんこ（4 歳女子母）

・DVD（5 歳女子）
・本（8 歳女子）
・ディブィディが好きです。（7 歳男子）
・生物的なことだったらなんでも。
（11 歳男子）
・自分の中で夢枕獏さんの『陰陽師』を読むのがはやりで
す。（13 歳女子）
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・好きなことは物を作ること
なぞとき（10 歳女子）
好きなこと・好きなモノ

・きめつのやいば（6 歳女性）

流行っていることは

・サッカー（12 歳男子）
・ポケモン（ピカチュウ、ミュウ、イーブイ）
ドラえもん（6 歳女子）
・ＮＧワードゲームが流行っている。（11 歳女子）
・本を読むこと（9 歳男子）
・本を読むこと（8 歳女子）
・おりがみ（9 歳女子）
・すみっこぐらし（4 歳女子）
・鬼滅の刃（8 歳女子）
・ふしぎだがしやぜにてんどう（8 歳女子）
・ピアノ かがくの本（8 歳女子）
・きめつのやいば
シリーズ本集め
おにごっこ 読書 （11 歳女子）
・物づくり（9 歳女子）
・サッカー（6 歳男子）
・きめつのやいば
まんが（11 歳女子）
・マンガ本
ゲーム（10 歳男子）
・読書（12 歳男子）
・いちご（6 歳男子）
・おもちゃ（4 歳男子）
・きょうりゅう（6 歳男子）
・きめつのやいば
すみっこぐらし（5 歳男子）
・鬼滅の刃（7 歳女子）
・きめつの刃（11 歳女子）
・きめつのやいば（9 歳女子）
・ちぷとでいる（7 歳女子）
・きめつの刃（9 歳女子）
・工作
絵本
きめつ（8 歳女子）
・たからさがし（8 歳女子）
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・かわいいもの（4 歳女子母）
・おりがみでしおりをおること（8 歳女子）
・きめつの刃 恐竜（12 歳男子）
・鬼滅の刃（10 歳男性）
・ゲーム読書が好きなこと
人形 お金が好きなもの
好きなこと・好きなモノ
流行っていることは

鬼滅の刃

フォトナイト

花子くん（12 歳男子）

・きめつのやいば（8 歳女子）
・折り紙 ブロック 廃材遊び（5 歳男子母）
・鬼滅の刃（11 歳女子）
・ものを作る(8 歳男子)
・Nizu(Make you happy)

（16 歳女子）

・イラスト（9 歳女子）
・ポケモン（6 歳男子）
・もちろん読書 最近はやっている言葉（エモいなど）
意味がわからないものが多いのは確かです。
（12 歳女子）
・きめつ（6 歳女子）
・きめつのやいば（9 歳女子）
・やきゅう

本（9 歳男子）

・本読み（8 歳女子）
・本が好きです。
（10 歳女子）
・テレビアニメ スポンジボム（8 歳女子）
・ドラえもん（8 歳男子）
・YouTube を見る

音楽を聴く（11 歳女子）

・ゲーム（11 歳男子）
・動物が好きで動物の本をたくさんよんでいます。
（2 歳女子母）
・ピタゴラ装置（7 歳男子）
・いつもありがとうございます。これからもよろしくお願
いします！（10 歳女子）
・たのしくしてくれてありがとう（5 歳女子）
・おもしろいどうがや本をいっぱいてんじしてくれてあり
がとう。（7 歳女子）
・ポケモンの本がいっぱいある（5 歳男子）
・しずかで本を読みやすいところ（11 歳女子）
・イベントがある
おねえさんたちがやさしい（7 歳女子）
・たくさんの本をえらべるところ（年齢不明男子）
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・いろいろな物語の本があったり、おり紙を作る本がある
ので、えらぶ時にいろいろいいのが見つかります。
（9 歳女子）
・本の種類ほうふ（12 歳男子）
図書館のスタッフへ

・いつもありがとうございます。（11 歳男子）

ひとこと！

・がんばれ（10 歳女子）
・がんばってください。
（12 歳女子）
・いつもおせわをしてくれてありがとう（5 歳女子）
・いつもありがとうございます。（女子）
・たのしいほんいっぱい（6 歳男子）
・たのしい（9 歳男子）
・いつもありがとう（7 歳女子）
・えほんをみんなにみせてくれてありがとうございます。
（6 歳男子）
・いつも楽しみに借りています。（8 才女子）
・いろいろイベントをしてくれて、本をかりるの、図書館
にいくのが楽しくなっているのでこれからも楽しいイベ
ントをよろしくおねがいします。（8 歳女子）
・お仕事がんばってください！（11 歳女子）
・またできればやってください（8 歳男子）
・わたしは図書委員なので委員会のしごとをがんばりマ
ス！(11 歳女子)
・もっとイベントを増やしてください！（7 歳男子）
・これからもがんばっていろんな本をつくって下さい
（8 歳男子）
・いつもありがとうございます。（14 歳男子）
・すごくおもしろかった。（6 歳男子）
・いつもありがとう（6 歳女子）
・なりきりてんらんかい、とても楽しかったです。ありが
とうございました。（9 歳女子）
・ありがとう。（5 歳男子）
・いつもありがとうございます。（10 歳男子）
・がんばってください！（9 歳女子）
・楽しいイベントをきかくしてくれてありがとうございま
す。これからも楽しいイベントをきかくしてください。
（10 歳女子）
・いつもやさしくしてくれてありがとうございます。
（7 歳女子）
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図書館のスタッフへ

・がんばって！（10 歳男子）

ひとこと！

・いい図書かんですね。
（8 歳女子）
・いつもたのしいイベントをありがとうございます。
（8 歳女子）
・がんばって下さい（12 歳女子）
・いつもありがとう（5 歳男子）
・さけびがおもしろかったです。（7 歳男子）
・がんばてください。(6 歳女子)
・たのしかった（4 歳男子）
・イベントもしずらい時代なのに楽しいことを考えてくれ
てありがたいです。（殺人事件の動画やまちがいさがし）
（3 歳男子母）
・いつもありがとうございます。（10 歳女子）
・大変だと思いますががんばって下さい！（10 歳女子）
・いつも気持ちよく楽しく利用させて頂いています。お話
会の再開楽しみにしています。（4 歳女子母）
・つぎもおなじことをやってください。（5 歳女子）
・またやってください。
（8 歳女子）
・いつもこえをかけてくれてありがとうございます。
（7 歳男子）
・絵画以外で絵本の場面をやってもおもしろいと思います。
（11 歳男子）
・いつも図書館利用者のためにがんばってくれて
ありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。
（13 歳女子）
・いろんなイベントをつくってくれてありがとうございま
す。楽しいです。
（10 歳女子）
・いつもありがとうございます。楽しい企画を（6 歳女子）
・絵になりきれていてすごいと思いました。（12 歳男子）
・いつもありがとうございます。（6 歳女子）
・なにもありません。(9 歳男子)
・いつもありがとうございます。（8 歳女子）
・たくさんのイベントをやってくださりありがとうござい
ます。（9 歳女子）
・イベントを行うのはいろいろと大変だと思いますが毎回
楽しいイベントをありがとうございます。
（4 歳女子）
・いろいろな本がたのしいです。ありがとう。（8 歳女子）
・いつも優しく対応してくれるからよい気持ちで帰れま
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す！！私も人に親切にしたりやさしい対応を心がけたい
です(≧▽≦)（11 歳女子）
図書館のスタッフへ

・がんばってください（9 歳女子）

ひとこと！

・楽しいてんらんかいをしてください。（6 歳男子）
・この図書館に来るといろいろな種類の本がおいてあり、
また見たい本がすぐに見つかるのでうれしいです。季節
ごとにかえて工夫してありおもしろいとおもいました。
（11 歳女子）
・がんばってください。
（10 歳男子）
・これからもがんばってください。
（12 歳男子）
・としょかんにたのしいほんがいっぱいあるからいい
（6 歳男子）
・いつもおもしろいえほんをいれてくれてありがとう。
（6 歳女子）
・がんばってください。
（4 歳男子）
・いつもありがとうございます♡（6 歳男子）
・いつもやさしくしてくれてありがとう( ^^) （5 歳男子）
・いつもいろいろな本をだしてくれてありがとうございま
す♡（7 歳女子）
・これからもいろんなイベントをやってほしいです。
（11 歳女子）
・がんばってください（9 歳女子）
・
『図書館司書・・・・』のユーチューブおもしろかった
です。（9 歳女子）
・すごかったです。（8 歳女子）
・いつもやさしくしてくれてありがとうございます。
（8 歳女子）
・ありがとう（4 歳女子母）
・え本おもしろいです。
（8 歳女子）
・がんばってください（12 歳男子）
・また図書館に来たいなと思います。（15 歳女子）
・おもしろかったです。
（10 歳男子）
・これからも楽しい図書館を続けてください！
（12 歳男子）
・ぶらぼー（8 歳女子）
・がんばって下さい（5 歳男子母）
・楽しい企画を用意してくださりありがとうございます。
（11 歳女子）
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・とてもたのしかったです。また楽しみにしていますね。
（16 歳女子）
・がんばって下さい(9 歳女子)
・コロナのかんせん防止など消毒おつかれさまです！
図書館のスタッフへ
ひとこと！

（12 歳女子）
・かいてあるえがすごかった。（6 歳女子）
・みんなのなりきりがにあってました（9 歳女子）
・これからもがんばってください（9 歳男子）
・いつか司書になりたいです。これからもつづけて下さい
（10 歳女子）
・がんばれ（8 歳女子）
・みんなやさしいです。
（8 歳男子）
・いつもおもしろいイベントをありがとうございます。
（8 歳女子）
・希望をすてないで（11 歳男子）
・おもしろい本をいっぱいそろえてくれてありがとう！
（7 歳男子）
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