
    

松阪市図書館ご利用者アンケート( 嬉野 ) 

  図書館をご利用頂きましてありがとうございます。 

更に図書館サービスを充実させるために、皆様のご意見を参考にさせていただきたいと思いますので、 

アンケートにご協力をおねがいします。 

          

   配布 600 

            回答 410  

    性別・年齢・お住まいについて          

                                                    

問１ 図書館利用カードを持っていますか 

①  はい 392392392392        ② いいえ 16161616    

 

問２ よく利用する図書館はどちらですか 

①  松阪図書館  37373737   ② 嬉野図書館  377377377377    

③  その他   三重県立三重県立三重県立三重県立 6666        三雲三雲三雲三雲 5555        久居久居久居久居 4     4     4     4     一志一志一志一志 3 3 3 3     津津津津 3333        

うぐいすうぐいすうぐいすうぐいす 1 1 1 1     勢和勢和勢和勢和 1111            三重大三重大三重大三重大 1111        熊谷熊谷熊谷熊谷 1111    

    

問３ 松阪市図書館には、現在どのくらいの頻度で来館されていますか 

① ほぼ毎日  ② 週に１，２回程度  ③ 月に１・２回程度  ④ 年に数回程度        

                5555                                94949494                                                    263263263263                                                    40404040    

    

問４ 主な利用日はいつですか 

① 平日     ② 休日（土曜日・日曜日・祝日）   ③ 曜日に関係なく利用する   

127127127127        159159159159                   40404040 

   

問５ 主な利用時間はいつですか  

① 全日 108108108108     ② 午前 115115115115        ③ 午後 180180180180  

                                                                                    

問６ 当図書館にはどのような目的で来館されますか (複数○可) 

①  本や雑誌を借りる・返すため 376376376376       ② 図書館の中で本や雑誌を読むため 100100100100  

②  新聞を読むため 25252525                 ④ 調べ物をするため 68686868   

⑤ 学校の勉強、試験勉強 13131313             ⑥ 就職の試験勉強のため 3333                       

⑦ おはなし会・イベントに参加するため    10101010   

性別 
男性 

87878787 

女性 

203203203203                                

記入なし 

 120120120120                

年齢 
～１０代 

6666 

１０代 

19191919 

２０代 

20202020 

３０代 

77777777 

４０代 

88888888 

５０代  

65656565 

６０代 

79797979 

７０代～

45454545 

記入なし 

12121212    

お住

まい 

旧松阪市 

地域 

58585858 

旧嬉野町 

地域 

220220220220 

旧飯南町

地域   

1111 

旧飯高

町地域     

2222 

旧三雲

町地域 

54545454 

松阪市外 36363636        

津津津津 24 24 24 24     ･一志･一志･一志･一志 2222        ････伊勢伊勢伊勢伊勢 1111    

････鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿 1111････大阪大阪大阪大阪 1111    ･記入なし･記入なし･記入なし･記入なし 7777 

 

記入なし 

38383838    



    

⑧ その他 6666                ・社会人講座に関する書籍が多い為、利用価値が高い・社会人講座に関する書籍が多い為、利用価値が高い・社会人講座に関する書籍が多い為、利用価値が高い・社会人講座に関する書籍が多い為、利用価値が高い    

                                                                                                    ・ビデオや宿題の調べもの・ビデオや宿題の調べもの・ビデオや宿題の調べもの・ビデオや宿題の調べもの    

                                                                ・少し・少し・少し・少しののののんびり、空間を楽しむためんびり、空間を楽しむためんびり、空間を楽しむためんびり、空間を楽しむため    

・一人の時間を作る為・一人の時間を作る為・一人の時間を作る為・一人の時間を作る為    

・研究・研究・研究・研究                                

    

問７ 普段必要とする資料（本・雑誌など）を探すとき主に どうしていますか （１つ選択） 

①  実際に本棚を見る  284284284284        ② 館内ＯＰＡＣ（検索機）で探す 106106106106        

③ ホームページの資料検索でさがす 31313131                    ④ スタッフにきく 42424242 

⑤ その他 1111（ 本棚を探してわからないときはスタッフ本棚を探してわからないときはスタッフ本棚を探してわからないときはスタッフ本棚を探してわからないときはスタッフに聞くに聞くに聞くに聞く  ） 

    

問８ 館内の設備についてお尋ねします。  

    

 

 

問 9 当図書館に関する情報を主に何から得ていますか （複数○可） 

① 当館ホームページ 74747474                ②広報まつさか 96969696     ③ 図書館だより 56565656  

④ 館内掲示 125125125125       ⑤ケーブルテレビ  2222            ⑥ どこからも情報を得ていない 123123123123     

                    ⑦ その他 4444（・知人が嬉野在住の為、情報を得ている・知人が嬉野在住の為、情報を得ている・知人が嬉野在住の為、情報を得ている・知人が嬉野在住の為、情報を得ている ） 

                                                

問１０ 図書館の利用についてどのくらい満足されていますか 

        満足 
やや 

満足 

やや 

不満 
不満 

わから

ない         

利用し

たこと

がない 

１ スタッフは気持ちの良い親切な対応ですか 324324324324        67676767            3333            2222            2222            4444    

２ 資料は見やすく配置・整頓されていますか 238238238238    134134134134        13131313            2222            6666            8888    

３ 資料は充実していますか 161616161111    157157157157        39393939        17171717        14141414            9999    

４ 貸出し期間、貸出し冊数は十分ですか 266266266266    115115115115        14141414            3333            3333            3333    

５ 館内の雰囲気はいかがですか 284284284284    103103103103        10101010            2222            0000            3333    

 

 

 

 

 

 

  満足 やや満足 やや不満 不満 

1 図書館は利用しやすい場所にありますか 277277277277    108108108108    13131313    0000    

2 設備や機器は使いやすいですか  225225225225    140140140140    18181818    0000    

3 館内の空調は満足ですか 235235235235    126126126126    33333333    3333    

4 案内や書架みだしは分りやすいですか 217217217217    149149149149    23232323    1111    

5 掃除は行き届いていますか 319319319319    75757575    1111    0000    



問 1１ 図書館で実施しているサービスについてどのくらい満足されていますか  
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要

が
な
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そ
の

他
 

１ 
館内ＯＰＡＣ 

（検索機） 
109109109109    103103103103    26262626    7777    9999    85858585     15151515    60606060    

6666    

････実際に棚を見て探したい２実際に棚を見て探したい２実際に棚を見て探したい２実際に棚を見て探したい２    

････タッチパネルが検索しにくいタッチパネルが検索しにくいタッチパネルが検索しにくいタッチパネルが検索しにくい    

････キーボード置いてほしいキーボード置いてほしいキーボード置いてほしいキーボード置いてほしい        

                                                    

２ 予約サービス  144144144144    67676767    4444    1111    14141414    123123123123     23232323    90909090    

7777    

････予約ができるのか知りませ予約ができるのか知りませ予約ができるのか知りませ予約ができるのか知りませ

んでしたんでしたんでしたんでした    

３ 

リクエスト 

サービス 

（市内在住 

の方向け） 

77777777    51515151    2222    4444    24242424    187187187187        47474747    114114114114    

9999    

････貸出しまでの期間が長貸出しまでの期間が長貸出しまでの期間が長貸出しまでの期間が長すぎるすぎるすぎるすぎる    

････初めて知った初めて知った初めて知った初めて知った    

４ 

団体貸出 

サービス 

（市内の社

会教育関係

団体向け） 

17171717    15151515    2222    0000    41414141    240240240240        18181818    196196196196    

7777    

････津市内のイベントに使わせ津市内のイベントに使わせ津市内のイベントに使わせ津市内のイベントに使わせ

てもらうのはムリでしょうてもらうのはムリでしょうてもらうのはムリでしょうてもらうのはムリでしょう

かかかか    

５ 

レファレンス

サービス 

（スタッフに

調べてもら

う） 

111111111111    28282828    1111    1111    19191919    182182182182        23232323    140140140140    

10101010    

････使う機会が使う機会が使う機会が使う機会が今ない。今ない。今ない。今ない。機会が機会が機会が機会が

あれあれあれあれば使ば使ば使ば使うううう        

････実際に棚を見て探したいの実際に棚を見て探したいの実際に棚を見て探したいの実際に棚を見て探したいの

とととと、、、、わざわざ声をかけるのはわざわざ声をかけるのはわざわざ声をかけるのはわざわざ声をかけるのは

申しわけない申しわけない申しわけない申しわけない                                

・検索機があるので調べてい・検索機があるので調べてい・検索機があるので調べてい・検索機があるので調べてい

ただくとただくとただくとただくと申し訳なく申し訳なく申し訳なく申し訳なく思いま思いま思いま思いま

すすすす        

６ 

カウンター・

電話での貸出

しの延長 

138138138138    54545454    4444    0000    13131313    139139139139        23232323    88888888    

11111111    

・電話で延長が可能とは知り・電話で延長が可能とは知り・電話で延長が可能とは知り・電話で延長が可能とは知り

ませんませんませんませんでしたでしたでしたでした((((4)4)4)4)    

７ 

Web（パソコ

ン・スマートフ

ォン 

67676767    32323232    3333    0000    20202020    215215215215        56565656    122122122122    

14141414    

・アナログ派なのでネットを・アナログ派なのでネットを・アナログ派なのでネットを・アナログ派なのでネットを

利用しない利用しない利用しない利用しない        

※
「
利
用
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
そ
の
理
由
を
a
～
c
か
ら
一
つ
お
選
び
く
だ
さ
い
。 



携帯電話）、また

は館内ＯＰＡＣ 

（検索機）から

の予約・延長 

・初めて知った・初めて知った・初めて知った・初めて知った(4)(4)(4)(4)    

・面倒で・面倒で・面倒で・面倒で    

・人がいることろでは集中し・人がいることろでは集中し・人がいることろでは集中し・人がいることろでは集中し

て見られないのでて見られないのでて見られないのでて見られないので        

８ 

Naxos 

Music 

library(ﾅｸｿｽ 

ﾐｭー ｼ゙ ｯｸ 

ﾗｲﾌ゙ ﾗﾘ） 

9999    26262626    2222    0000    29292929    258258258258        64646464    153153153153    

11111111    

・存在を知らない・存在を知らない・存在を知らない・存在を知らない        

・使う機会がない。あれば使・使う機会がない。あれば使・使う機会がない。あれば使・使う機会がない。あれば使

うううう                                                                                    

９ 

図書館ホーム

ページでの情

報提供 

62626262    53535353    10101010    2222    20202020    189189189189        29292929    127127127127    

12121212    

・カウンター前の情報提供の・カウンター前の情報提供の・カウンター前の情報提供の・カウンター前の情報提供の

本で充分楽しんで選びます本で充分楽しんで選びます本で充分楽しんで選びます本で充分楽しんで選びます    

・アナログ派なのでネットを・アナログ派なのでネットを・アナログ派なのでネットを・アナログ派なのでネットを

しないしないしないしない    

・知らなかった・知らなかった・知らなかった・知らなかった    

・使う機会がない。・使う機会がない。・使う機会がない。・使う機会がない。                

あれば使あれば使あれば使あれば使うううう    

 

 

問１２    図書館のイベントについてお尋ねします 

     ・イベントに参加されたことはありますか 

① はい 67676767    ② いいえ 326326326326    

 ・参加するなら時間帯は何時頃が望ましいですか 

                                                                                具体的にありましたら 

① 午前中 55555555     ② 午後 63636363  

     ・今後開催してほしいイベントがあればご記入ください  

（対象年齢も指定があればご記入ください） (原文そのまま) 

    ・古書・古書・古書・古書((((主に推理小説作家等主に推理小説作家等主に推理小説作家等主に推理小説作家等))))の販売又は無料提供の販売又は無料提供の販売又は無料提供の販売又は無料提供    

・ビブリオバトル・ビブリオバトル・ビブリオバトル・ビブリオバトル    

・古本フェア・古本フェア・古本フェア・古本フェア    

・いろいろな国の正式名や国名のゆらいについておしえていただきたい・いろいろな国の正式名や国名のゆらいについておしえていただきたい・いろいろな国の正式名や国名のゆらいについておしえていただきたい・いろいろな国の正式名や国名のゆらいについておしえていただきたい    

・赤ちゃんおはなし会を毎月とても・赤ちゃんおはなし会を毎月とても・赤ちゃんおはなし会を毎月とても・赤ちゃんおはなし会を毎月とても楽しみにしているので月楽しみにしているので月楽しみにしているので月楽しみにしているので月 2222 回とかに増やしていただきたいです回とかに増やしていただきたいです回とかに増やしていただきたいです回とかに増やしていただきたいです    

・赤ちゃん向けイベントがあると嬉しいです・赤ちゃん向けイベントがあると嬉しいです・赤ちゃん向けイベントがあると嬉しいです・赤ちゃん向けイベントがあると嬉しいです    

・・・・0000 才才才才    

・子どもの読み聞かせ指導・子どもの読み聞かせ指導・子どもの読み聞かせ指導・子どもの読み聞かせ指導    

・子ども向けに電子情報・子ども向けに電子情報・子ども向けに電子情報・子ども向けに電子情報((((スマホやパソコンスマホやパソコンスマホやパソコンスマホやパソコン))))に頼らない調べ方に頼らない調べ方に頼らない調べ方に頼らない調べ方の講座の講座の講座の講座    

・小学生向けに季節の工作のイベント・小学生向けに季節の工作のイベント・小学生向けに季節の工作のイベント・小学生向けに季節の工作のイベント・お話会・お話会・お話会・お話会    

・中学生向けのイベント・中学生向けのイベント・中学生向けのイベント・中学生向けのイベント    

・図書館・図書館・図書館・図書館++++自然の中など実技を組み合わせると自然の中など実技を組み合わせると自然の中など実技を組み合わせると自然の中など実技を組み合わせると    体験と知識が結びつく体験と知識が結びつく体験と知識が結びつく体験と知識が結びつく    

    

問１３ 館内展示コーナーのテーマについてお尋ねします 

      ・今までに気に入った展示コーナーはありましたか 



①はい  97979797           ②いいえ  209209209209    

・「① はい」 に○を付けられた方へお尋ねします  

どのような展示コーナーでしたか 

その展示コーナーはどのようなテーマでしたか (原文そのまま) 

・ちひろコーナーなど・ちひろコーナーなど・ちひろコーナーなど・ちひろコーナーなど    

・健康・健康・健康・健康、、、、運動など日頃気になる事運動など日頃気になる事運動など日頃気になる事運動など日頃気になる事、季節の食べ物など国、季節の食べ物など国、季節の食べ物など国、季節の食べ物など国外外外外の話題になっていることどんな事でもの話題になっていることどんな事でもの話題になっていることどんな事でもの話題になっていることどんな事でもおもしろいですおもしろいですおもしろいですおもしろいです    

・・・・普段普段普段普段自分からは見に自分からは見に自分からは見に自分からは見に行行行行かないかないかないかない様様様様な本にな本にな本にな本にふふふふと関と関と関と関心心心心をををを持持持持つ事があるのでつ事があるのでつ事があるのでつ事があるので良良良良いと思っているいと思っているいと思っているいと思っている    

    ただし少ただし少ただし少ただし少々々々々マンネリマンネリマンネリマンネリ感感感感がでてきているがでてきているがでてきているがでてきている    

・どの・どの・どの・どの展示展示展示展示ももももそそそその時の時の時の時期期期期ににににふさふさふさふさわしくわしくわしくわしく興味深興味深興味深興味深いものばかりですいものばかりですいものばかりですいものばかりです    

・季節ものが・季節ものが・季節ものが・季節ものが展示さ展示さ展示さ展示されていました。まれていました。まれていました。まれていました。まずずずず一一一一番番番番に見にに見にに見にに見に行行行行きます。楽しみですきます。楽しみですきます。楽しみですきます。楽しみです    

・どの・どの・どの・どの展示展示展示展示ということはないが、図書館利用の際は毎回ということはないが、図書館利用の際は毎回ということはないが、図書館利用の際は毎回ということはないが、図書館利用の際は毎回チチチチェッェッェッェッククククしているしているしているしている    

・毎回見せていただいています。古い本も見るきっかけになりいいです・毎回見せていただいています。古い本も見るきっかけになりいいです・毎回見せていただいています。古い本も見るきっかけになりいいです・毎回見せていただいています。古い本も見るきっかけになりいいです        テテテテーマはストーマはストーマはストーマはストレレレレッッッッチチチチでしたでしたでしたでした    

・・・・新新新新聞等でとりあ聞等でとりあ聞等でとりあ聞等でとりあげげげげられた作家のられた作家のられた作家のられた作家の特特特特集集集集((((亡亡亡亡くなった方のくなった方のくなった方のくなった方の特特特特集集集集))))    

・・・・美術系美術系美術系美術系、自分が、自分が、自分が、自分が詳詳詳詳しくないのでしくないのでしくないのでしくないので展示展示展示展示してあるとしてあるとしてあるとしてあると目目目目に入ってに入ってに入ってに入って良良良良かったかったかったかった    

・・・・4444 月の月の月の月の就職就職就職就職関関関関係係係係も面も面も面も面白白白白かったかったかったかった((((マナーマナーマナーマナーetcetcetcetc))))    

・ス・ス・ス・スポポポポーーーーツツツツ小説コーナー、小説コーナー、小説コーナー、小説コーナー、普段手普段手普段手普段手にしないにしないにしないにしない児童文児童文児童文児童文学作学作学作学作品品品品があり、大人が読んでも楽しめたがあり、大人が読んでも楽しめたがあり、大人が読んでも楽しめたがあり、大人が読んでも楽しめた    

・・・・昔昔昔昔からある本の名作をあつめたからある本の名作をあつめたからある本の名作をあつめたからある本の名作をあつめたテテテテーマーマーマーマ    

・・・・映画映画映画映画、ド、ド、ド、ドララララママママ化さ化さ化さ化されたれたれたれた原原原原作小説作小説作小説作小説(2)(2)(2)(2)    

・季節・季節・季節・季節折々折々折々折々のののの展示展示展示展示がががが好好好好きですきですきですきです    

・・・・受賞受賞受賞受賞本コーナー本コーナー本コーナー本コーナー    

・・・・恋愛恋愛恋愛恋愛小説小説小説小説    

・・・・チョチョチョチョココココレレレレートートートート    

・・・・季節季節季節季節ごごごごとのとのとのとの料理関料理関料理関料理関係係係係(3)(3)(3)(3)    

・お・お・お・お弁当弁当弁当弁当    

・・・・ガガガガーデーデーデーデニニニニングングングング    

・一生に一・一生に一・一生に一・一生に一度度度度は見たいは見たいは見たいは見たい風景風景風景風景    

・ひみつ・ひみつ・ひみつ・ひみつシシシシリーリーリーリーズズズズ    

・・・・ククククリスマスリスマスリスマスリスマス    

・・・・新刊案新刊案新刊案新刊案内内内内((((3333))))    

・・・・各種施設案各種施設案各種施設案各種施設案内内内内    

    

・今後希望する展示コーナーがあればご記入ください (原文そのまま) 

                ・大人が楽しめる・大人が楽しめる・大人が楽しめる・大人が楽しめる絵絵絵絵本コーナー本コーナー本コーナー本コーナー    

                        ・動物が・動物が・動物が・動物が出出出出てくる小説のコーナーてくる小説のコーナーてくる小説のコーナーてくる小説のコーナー    

                        ・・・・動物が動物が動物が動物が好好好好きなので生き物をきなので生き物をきなので生き物をきなので生き物をテテテテーマにしてほしいですーマにしてほしいですーマにしてほしいですーマにしてほしいです    

                        ・自分が・自分が・自分が・自分が足足足足を運を運を運を運ぶぶぶぶコーナーはコーナーはコーナーはコーナーは限限限限られてしまうのでられてしまうのでられてしまうのでられてしまうので色々色々色々色々な分野やな分野やな分野やな分野やテテテテーマでーマでーマでーマで展示展示展示展示してあるとうれしいですしてあるとうれしいですしてあるとうれしいですしてあるとうれしいです    

美術美術美術美術((((絵画絵画絵画絵画))))系系系系はキはキはキはキレレレレイだから、ついイだから、ついイだから、ついイだから、つい手手手手にとってしまった。にとってしまった。にとってしまった。にとってしまった。良良良良かったかったかったかった    

・・・・夏夏夏夏に向けてに向けてに向けてに向けて…透明…透明…透明…透明のいろいろのいろいろのいろいろのいろいろ((((透明透明透明透明の生物・の生物・の生物・の生物・透明透明透明透明人間等人間等人間等人間等))))のコーナーのコーナーのコーナーのコーナー    

                        ・三重にまつわる本のコーナー・三重にまつわる本のコーナー・三重にまつわる本のコーナー・三重にまつわる本のコーナー    

                    ・・・・保保保保健に関する健に関する健に関する健に関する書籍を増やして書籍を増やして書籍を増やして書籍を増やして欲欲欲欲しいしいしいしい((((専門専門専門専門書ではなく日書ではなく日書ではなく日書ではなく日常的常的常的常的な内な内な内な内容容容容のものでのものでのものでのもので良良良良いいいい))))    

・・・・SFSFSFSF、こどものとも、こどものとも、こどものとも、こどものとも復刻版復刻版復刻版復刻版    

                    ・かいけつ・かいけつ・かいけつ・かいけつゾゾゾゾロリロリロリロリ    



・・・・吹奏吹奏吹奏吹奏楽楽楽楽系系系系(2)(2)(2)(2)    

                    ・・・・介護福祉介護福祉介護福祉介護福祉コーナーコーナーコーナーコーナー    

・・・・絵絵絵絵本のおいしいたべもの本のおいしいたべもの本のおいしいたべもの本のおいしいたべもの特特特特集集集集    

                    ・読んで・読んで・読んで・読んで美味美味美味美味しい食べ物小説コーナーしい食べ物小説コーナーしい食べ物小説コーナーしい食べ物小説コーナー    

・・・・育児育児育児育児や子や子や子や子育育育育てに関する物や小てに関する物や小てに関する物や小てに関する物や小ささささい子どもと一い子どもと一い子どもと一い子どもと一緒緒緒緒にににに興味興味興味興味をををを持持持持って見られるって見られるって見られるって見られる展示展示展示展示    

                    ・子ども向け・子ども向け・子ども向け・子ども向け    

                    ・子・子・子・子育育育育てのコーナーてのコーナーてのコーナーてのコーナー    

                    ・節約、・節約、・節約、・節約、貯蓄術貯蓄術貯蓄術貯蓄術    

                    ・ス・ス・ス・スポポポポーーーーツツツツ    

                    ・古・古・古・古文文文文((((例例例例えばえばえばえば紀貫之紀貫之紀貫之紀貫之、、、、解解解解説説説説セミセミセミセミナーナーナーナー))))    

    

問１４ 今後どのような図書館サービスの充実を期待しますか 

特に重要と思われることはどれでしょうか(２つまで) 

① 本や雑誌の充実 297297297297                    ② 情報や調べ物に関する相談業務 28282828   

③ 机や椅子など閲覧設備の充実 55555555        ④ 開館日数、開館時間の拡充 57575757   

⑤ イベント (おはなし会、講演会など)の充実     34343434                              

⑥ ホームページ情報の充実 24242424               ⑦ インターネット環境の整備 21212121    

⑧ 特にない 28282828            

⑨ その他  11110000 (具体的に                           ) 

 

その他、お気づきの点、ご意見などございましたらご記入ください (原文のまま) 

 

(貸出) 

・・・・貸出貸出貸出貸出しししし期期期期間をもう少し長くしてほしい間をもう少し長くしてほしい間をもう少し長くしてほしい間をもう少し長くしてほしい    

    

(返却) 

・・・・以以以以前前前前返却返却返却返却((((窓口窓口窓口窓口))))にしましたが、にしましたが、にしましたが、にしましたが、何ヶ何ヶ何ヶ何ヶ月も月も月も月も過ぎ過ぎ過ぎ過ぎてからてからてからてから「返却さ「返却さ「返却さ「返却されていませんれていませんれていませんれていません」」」」と電話があり調べてと電話があり調べてと電話があり調べてと電話があり調べて    

頂頂頂頂きましたが、本はなかった為、本きましたが、本はなかった為、本きましたが、本はなかった為、本きましたが、本はなかった為、本代代代代をををを支払支払支払支払いました。いました。いました。いました。そそそそれかられかられかられから特特特特に時間に時間に時間に時間外外外外((((外外外外からのからのからのからの返却返却返却返却はははは    

やめていますやめていますやめていますやめています))))はははは不安不安不安不安ですのでですのでですのでですので貸貸貸貸しししし出出出出しカードのしカードのしカードのしカードの表表表表記に記に記に記に返却返却返却返却の際、の際、の際、の際、返返返返しました本などのタイトルしました本などのタイトルしました本などのタイトルしました本などのタイトル((((作作作作品品品品名名名名))))がががが残残残残らない方が嬉しいですらない方が嬉しいですらない方が嬉しいですらない方が嬉しいです    

 

(延長) 

・延長の・延長の・延長の・延長の場場場場合、カードで合、カードで合、カードで合、カードで出来出来出来出来るるるる様様様様にににに改善改善改善改善してしてしてして下さ下さ下さ下さい。い。い。い。    

・・・・((((問問問問 11111111．．．．6666よよよよりりりり））））電話での電話での電話での電話での貸貸貸貸だし延長ができることを初めて知った。だし延長ができることを初めて知った。だし延長ができることを初めて知った。だし延長ができることを初めて知った。良良良良いいいいのでしょうか・・・のでしょうか・・・のでしょうか・・・のでしょうか・・・    

    

(おはなし会・イベント) 

・今日はわらべうたの会に・今日はわらべうたの会に・今日はわらべうたの会に・今日はわらべうたの会に参加さ参加さ参加さ参加させてせてせてせて頂頂頂頂きました。きました。きました。きました。親親親親子の子の子の子のよよよよきききき触触触触れ合いのれ合いのれ合いのれ合いの場場場場となりとてもとなりとてもとなりとてもとなりとても満足満足満足満足しておりますしておりますしておりますしております    

ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごございました。ざいました。ざいました。ざいました。プレゼプレゼプレゼプレゼントありがとうントありがとうントありがとうントありがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました    

・ある書物について本名と作・ある書物について本名と作・ある書物について本名と作・ある書物について本名と作者者者者をををを決決決決めてめてめてめて討論討論討論討論をして知識をして知識をして知識をして知識((((生きた生きた生きた生きた))))を高め合うを高め合うを高め合うを高め合う    

・・・・年年年年にににに 1111～～～～2222 回イベントに回イベントに回イベントに回イベントに参加参加参加参加します。子供します。子供します。子供します。子供(5(5(5(5 才才才才))))がとてもがとてもがとてもがとても喜喜喜喜びます。もう少し回びます。もう少し回びます。もう少し回びます。もう少し回数数数数を増やしてを増やしてを増やしてを増やしてほしいですほしいですほしいですほしいです    

・・・・ぬぬぬぬいぐるみをあいぐるみをあいぐるみをあいぐるみをあずずずずかっていただく等、楽しいイベントかっていただく等、楽しいイベントかっていただく等、楽しいイベントかっていただく等、楽しいイベント    大人もうれしいです。いただいた大人もうれしいです。いただいた大人もうれしいです。いただいた大人もうれしいです。いただいたプレゼプレゼプレゼプレゼントはかべにはったりントはかべにはったりントはかべにはったりントはかべにはったり    

見るたびにあたたかい気見るたびにあたたかい気見るたびにあたたかい気見るたびにあたたかい気持持持持ちにしていただいてますちにしていただいてますちにしていただいてますちにしていただいてます    

おおおお忙忙忙忙しい中、かわいらしいのをいつもありがとうしい中、かわいらしいのをいつもありがとうしい中、かわいらしいのをいつもありがとうしい中、かわいらしいのをいつもありがとうごごごございますざいますざいますざいます    



    

(資料) 

・子供に読んであ・子供に読んであ・子供に読んであ・子供に読んであげげげげたいたいたいたい絵絵絵絵本がたく本がたく本がたく本がたくささささんあって、んあって、んあって、んあって、満足満足満足満足しています。しています。しています。しています。    

・本がとても充実していて・本がとても充実していて・本がとても充実していて・本がとても充実していてよよよよいと思います。いと思います。いと思います。いと思います。新刊新刊新刊新刊の本をもう少しの本をもう少しの本をもう少しの本をもう少し早早早早めに入れていただけるとうれしいめに入れていただけるとうれしいめに入れていただけるとうれしいめに入れていただけるとうれしいですですですです    

・・・・シシシシリーリーリーリーズズズズ物の作物の作物の作物の作品品品品でででで松松松松阪・嬉野阪・嬉野阪・嬉野阪・嬉野両両両両館を合わせても館を合わせても館を合わせても館を合わせても何何何何作か作か作か作か欠欠欠欠けていて読めなかった事があったのでリけていて読めなかった事があったのでリけていて読めなかった事があったのでリけていて読めなかった事があったのでリクエクエクエクエストがなくてもストがなくてもストがなくてもストがなくても    

揃揃揃揃えてほしいですえてほしいですえてほしいですえてほしいです    

    あと、あと、あと、あと、新刊新刊新刊新刊のののの帯帯帯帯をををを掲示掲示掲示掲示しているのはとてもしているのはとてもしているのはとてもしているのはとても良良良良いのですが、いのですが、いのですが、いのですが、１週１週１週１週間しか見ることが間しか見ることが間しか見ることが間しか見ることが出来出来出来出来ないので、ないので、ないので、ないので、    HPHPHPHPにににに「「「「今月の今月の今月の今月の新刊」新刊」新刊」新刊」のののの    

よよよようにすぐ見ることができるコーナーをうにすぐ見ることができるコーナーをうにすぐ見ることができるコーナーをうにすぐ見ることができるコーナーを新設新設新設新設してほしいですしてほしいですしてほしいですしてほしいです    

・嬉野図書館の本や・嬉野図書館の本や・嬉野図書館の本や・嬉野図書館の本や雑誌雑誌雑誌雑誌を充実してほしい。を充実してほしい。を充実してほしい。を充実してほしい。    

・・・・海外旅行ガ海外旅行ガ海外旅行ガ海外旅行ガイドが古いものが多い。できればイドが古いものが多い。できればイドが古いものが多い。できればイドが古いものが多い。できれば最新版最新版最新版最新版ををををそそそそろえてほしいろえてほしいろえてほしいろえてほしい    

・・・・ワワワワイン関イン関イン関イン関係係係係の月の月の月の月刊誌刊誌刊誌刊誌を置いてを置いてを置いてを置いて欲欲欲欲しいしいしいしい    

・デ・デ・デ・デザザザザインインインイン系雑誌系雑誌系雑誌系雑誌の充実の充実の充実の充実    エエエエル・デコル・デコル・デコル・デコ    エエエエル・ル・ル・ル・PPPP・ターブル・ターブル・ターブル・ターブル    penpenpenpenなどなどなどなど    IMAIMAIMAIMA・ブルータス・ブルータス・ブルータス・ブルータス    

・予約する時、・予約する時、・予約する時、・予約する時、1111番目番目番目番目とか、とか、とか、とか、何番目何番目何番目何番目ですけどですけどですけどですけどよよよよろしいですかと声をかけてくだろしいですかと声をかけてくだろしいですかと声をかけてくだろしいですかと声をかけてくだささささるといいかとるといいかとるといいかとるといいかと    思います思います思います思います    

・ビデオ・ビデオ・ビデオ・ビデオ・・・・DVDVDVDVDDDDのののの種類種類種類種類を増やし充実をを増やし充実をを増やし充実をを増やし充実を望望望望みますみますみますみます    

・・・・もっともっともっともっと地地地地理にかんする本などを置いてほしい理にかんする本などを置いてほしい理にかんする本などを置いてほしい理にかんする本などを置いてほしい    

・本の・本の・本の・本の種類種類種類種類は多いは多いは多いは多いよよよような気もするが、一うな気もするが、一うな気もするが、一うな気もするが、一般的般的般的般的に知られている、人気がある本が少ないかなに知られている、人気がある本が少ないかなに知られている、人気がある本が少ないかなに知られている、人気がある本が少ないかな？？？？    

    と思うことがある。と思うことがある。と思うことがある。と思うことがある。年代年代年代年代が古いものも多く、が古いものも多く、が古いものも多く、が古いものも多く、新新新新しいものもしいものもしいものもしいものも少ないのかな少ないのかな少ないのかな少ないのかな？？？？と思うことがあると思うことがあると思うことがあると思うことがある    

    館内の館内の館内の館内の清潔清潔清潔清潔ななななふふふふんいきんいきんいきんいきはははは好好好好きですきですきですきです    

・・・・文庫文庫文庫文庫やややや親親親親書を増やして書を増やして書を増やして書を増やして欲欲欲欲しいしいしいしい    

・和・和・和・和風風風風のインのインのインのインテテテテリアの本が見たいので入れてリアの本が見たいので入れてリアの本が見たいので入れてリアの本が見たいので入れて下さ下さ下さ下さいいいい    

・かいけつ・かいけつ・かいけつ・かいけつゾゾゾゾロリがいっロリがいっロリがいっロリがいっぱぱぱぱいある方がいいです。こわい話がたくいある方がいいです。こわい話がたくいある方がいいです。こわい話がたくいある方がいいです。こわい話がたくささささんんんんよよよよみたいですみたいですみたいですみたいです    

アアアアニメニメニメニメの本も読みたいですの本も読みたいですの本も読みたいですの本も読みたいです    

・・・・新刊新刊新刊新刊本なのに、ドッグイ本なのに、ドッグイ本なのに、ドッグイ本なのに、ドッグイヤヤヤヤーをする利用ーをする利用ーをする利用ーをする利用者者者者がいます。がいます。がいます。がいます。注注注注意喚起意喚起意喚起意喚起ののののチラシチラシチラシチラシみたいなものを作りませんかみたいなものを作りませんかみたいなものを作りませんかみたいなものを作りませんか？？？？    

・・・・雑誌雑誌雑誌雑誌コーナーにコーナーにコーナーにコーナーに吹奏吹奏吹奏吹奏楽がないのが楽がないのが楽がないのが楽がないのが不満不満不満不満    

・・・・介護福祉介護福祉介護福祉介護福祉リリリリククククリリリリエエエエーーーーショショショションなどを充実してンなどを充実してンなどを充実してンなどを充実して欲欲欲欲しいしいしいしい    

・人気作家の本はなるべく多く・人気作家の本はなるべく多く・人気作家の本はなるべく多く・人気作家の本はなるべく多く蔵蔵蔵蔵書してほしい書してほしい書してほしい書してほしい    

・読みたい本の・読みたい本の・読みたい本の・読みたい本の蔵蔵蔵蔵書がなくてもいつもリ書がなくてもいつもリ書がなくてもいつもリ書がなくてもいつもリクエクエクエクエストしてストしてストしてストして取取取取りりりり寄寄寄寄せてもらってとてもありがたいでせてもらってとてもありがたいでせてもらってとてもありがたいでせてもらってとてもありがたいですすすす    

・・・・直木賞芥川賞直木賞芥川賞直木賞芥川賞直木賞芥川賞等の等の等の等の受賞受賞受賞受賞作は作は作は作は発表後発表後発表後発表後のののの土土土土日にリ日にリ日にリ日にリクエクエクエクエストしてもストしてもストしてもストしても 2222～～～～3333ヶヶヶヶ月月月月後後後後でなければ読めないでなければ読めないでなければ読めないでなければ読めない状態状態状態状態にあるにあるにあるにある    

((((嬉野でのリ嬉野でのリ嬉野でのリ嬉野でのリクエクエクエクエストに関わらすストに関わらすストに関わらすストに関わらす松松松松阪図書館からの阪図書館からの阪図書館からの阪図書館からの貸貸貸貸しししし出出出出しししし))))購購購購入入入入部数部数部数部数を増やしてもう少しを増やしてもう少しを増やしてもう少しを増やしてもう少し早早早早くくくく貸貸貸貸しししし出出出出し可能とすべきとし可能とすべきとし可能とすべきとし可能とすべきと    

思料するが・・・思料するが・・・思料するが・・・思料するが・・・    

・・・・雑誌雑誌雑誌雑誌がががが常常常常に古いものばかに古いものばかに古いものばかに古いものばかりで利用しにくい。リりで利用しにくい。リりで利用しにくい。リりで利用しにくい。リクエクエクエクエストもストもストもストもWEBWEBWEBWEBでできたらいいのにと思うでできたらいいのにと思うでできたらいいのにと思うでできたらいいのにと思う    

・リ・リ・リ・リクエクエクエクエストの本のストの本のストの本のストの本の連絡連絡連絡連絡が長いことないので、ある日が長いことないので、ある日が長いことないので、ある日が長いことないので、ある日数数数数((((１ヶ１ヶ１ヶ１ヶ月とか月とか月とか月とか))))すすすすぎぎぎぎたらたらたらたら「○○「○○「○○「○○なのでまだですなのでまだですなのでまだですなのでまだです」」」」とかとかとかとか教教教教えてくれたらえてくれたらえてくれたらえてくれたら    

いいのに、と思います。いいのに、と思います。いいのに、と思います。いいのに、と思います。買買買買ってもらえないのなら自分でってもらえないのなら自分でってもらえないのなら自分でってもらえないのなら自分で買買買買うのでいつまでうのでいつまでうのでいつまでうのでいつまで待待待待っていたっていたっていたっていたらいいのかなと思いましてらいいのかなと思いましてらいいのかなと思いましてらいいのかなと思いまして    

・リ・リ・リ・リクエクエクエクエスト中の本のスト中の本のスト中の本のスト中の本の状況状況状況状況をををを教教教教えてほしい。一えてほしい。一えてほしい。一えてほしい。一ヵヵヵヵ月月月月以上以上以上以上まつこともあるが、リまつこともあるが、リまつこともあるが、リまつこともあるが、リクエクエクエクエストストストスト不不不不可なのか可なのか可なのか可なのか途途途途中の中の中の中の状況状況状況状況もわからもわからもわからもわからずずずず    

ただただただただ待待待待たたたたさささされるのでれるのでれるのでれるので    

    

(配架) 

・本がきれいに・本がきれいに・本がきれいに・本がきれいに並並並並んでいるのですが、しっかりとつめこんであるのでんでいるのですが、しっかりとつめこんであるのでんでいるのですが、しっかりとつめこんであるのでんでいるのですが、しっかりとつめこんであるので取取取取りりりり出出出出すのがかたくてすのがかたくてすのがかたくてすのがかたくて力力力力ががががいりまいりまいりまいりますすすす    

もう少しゆったりともう少しゆったりともう少しゆったりともう少しゆったりと並並並並べてもらえるとありがたいのですが・・・べてもらえるとありがたいのですが・・・べてもらえるとありがたいのですが・・・べてもらえるとありがたいのですが・・・    

・・・・「「「「工工工工芸」芸」芸」芸」のコーナーにあるホビー関のコーナーにあるホビー関のコーナーにあるホビー関のコーナーにあるホビー関連連連連の本は、の本は、の本は、の本は、手芸手芸手芸手芸ものの本とものの本とものの本とものの本と並設並設並設並設すべき。今の時すべき。今の時すべき。今の時すべき。今の時代“女性代“女性代“女性代“女性の本の本の本の本””””というくくりは無というくくりは無というくくりは無というくくりは無意味意味意味意味だとだとだとだと    

思うので、思うので、思うので、思うので、手芸手芸手芸手芸本と料理本を本と料理本を本と料理本を本と料理本を必ず必ず必ず必ずしもしもしもしも並設並設並設並設するするするする必要必要必要必要はないと思うはないと思うはないと思うはないと思う    

むしろ、むしろ、むしろ、むしろ、手芸手芸手芸手芸や工や工や工や工芸芸芸芸をををを””””ホビーホビーホビーホビー““““として見るべき。大として見るべき。大として見るべき。大として見るべき。大昔昔昔昔の分の分の分の分類法類法類法類法のとらわれのとらわれのとらわれのとらわれずずずず、コン、コン、コン、コンテテテテンンンンツツツツを重を重を重を重視視視視してしてしてして管管管管理理理理者者者者ではなく利用ではなく利用ではなく利用ではなく利用者者者者にににに    



とってとってとってとって便便便便利な、利な、利な、利な、特特特特にににに判判判判りやすいりやすいりやすいりやすい配配配配置にすべき。置にすべき。置にすべき。置にすべき。「ペ「ペ「ペ「ペットットットット」」」」とととと「「「「動物学動物学動物学動物学」」」」の分の分の分の分離離離離、、、、「園芸」「園芸」「園芸」「園芸」とととと「植「植「植「植物学物学物学物学」」」」の分の分の分の分離離離離もももも異常異常異常異常。動物に。動物に。動物に。動物に    

関する関する関する関するエエエエッッッッセセセセイがイがイがイが「ペ「ペ「ペ「ペットットットット」」」」とととと「エ「エ「エ「エッッッッセセセセイイイイ」」」」とととと「「「「動物学動物学動物学動物学」」」」に分に分に分に分散散散散しているのなどしているのなどしているのなどしているのなど((((例：例：例：例：カカカカレレレレルルルルチャペチャペチャペチャペッッッックククク))))も、もはや図書も、もはや図書も、もはや図書も、もはや図書管管管管理とは理とは理とは理とは    

いえない。いえない。いえない。いえない。((((そそそそももももそそそそももももエエエエッッッッセセセセイというくくりはイというくくりはイというくくりはイというくくりは必要必要必要必要かかかか？？？？))))大大大大昔昔昔昔の分の分の分の分類法類法類法類法については、本については、本については、本については、本当当当当に、に、に、に、いいかいいかいいかいいかげげげげん、ん、ん、ん、改改改改革革革革してほしいしてほしいしてほしいしてほしい    

これのせいで、本のこれのせいで、本のこれのせいで、本のこれのせいで、本の配配配配置が置が置が置が全全全全体体体体レレレレベルでムベルでムベルでムベルでムチャクチャチャクチャチャクチャチャクチャになっているのは、今やになっているのは、今やになっているのは、今やになっているのは、今や誰誰誰誰もがもがもがもが認認認認識しているは識しているは識しているは識しているはずずずずなのになのになのになのに放放放放置して置して置して置して    

いいはいいはいいはいいはずずずずがないがないがないがない....。。。。異常異常異常異常にににに慣慣慣慣れるのではなくれるのではなくれるのではなくれるのではなく改改改改革革革革して正して正して正して正常常常常にしてにしてにしてにして下さ下さ下さ下さいいいい    

・・・・最最最最近近近近引引引引っっっっ越越越越してきて利用ししてきて利用ししてきて利用ししてきて利用し始始始始めたばかりなので、本のめたばかりなので、本のめたばかりなので、本のめたばかりなので、本の配配配配置に置に置に置に慣慣慣慣れていないのもあり、検索機なしれていないのもあり、検索機なしれていないのもあり、検索機なしれていないのもあり、検索機なしにはにはにはにはささささがせないでいますがせないでいますがせないでいますがせないでいます    

また、また、また、また、児童児童児童児童書かな書かな書かな書かな？？？？と思われる本が一と思われる本が一と思われる本が一と思われる本が一般般般般書書書書架架架架にあったり、にあったり、にあったり、にあったり、テテテティィィィーンーンーンーンズズズズににににあったりして、館内をウロウロすることが多いですあったりして、館内をウロウロすることが多いですあったりして、館内をウロウロすることが多いですあったりして、館内をウロウロすることが多いです    

特特特特ににににテテテティィィィーンーンーンーンズズズズの棚は、の棚は、の棚は、の棚は、テテテティィィィーンーンーンーンズズズズ向けの向けの向けの向けの児童児童児童児童書が書が書が書が普普普普通通通通のののの児童児童児童児童書書書書架架架架にあるのに、にあるのに、にあるのに、にあるのに、別別別別の本は、の本は、の本は、の本は、「「「「これはこれはこれはこれはテテテティィィィーンーンーンーンズ？」ズ？」ズ？」ズ？」と思うのと思うのと思うのと思うの    

がありどんながありどんながありどんながありどんな風風風風にわけているにわけているにわけているにわけているのだろうと、のだろうと、のだろうと、のだろうと、疑疑疑疑問問問問です。です。です。です。雑誌雑誌雑誌雑誌は多くてスは多くてスは多くてスは多くてスゴゴゴゴイと思いますイと思いますイと思いますイと思います    

・・・・絵絵絵絵本が作本が作本が作本が作者者者者別別別別にににに並並並並べてべてべてべて頂頂頂頂けるとわかりやすいですけるとわかりやすいですけるとわかりやすいですけるとわかりやすいです    

・・・・孫孫孫孫の本選びにの本選びにの本選びにの本選びに困困困困っています。っています。っています。っています。年年年年齢別齢別齢別齢別でおでおでおでお勧勧勧勧めの本とかめの本とかめの本とかめの本とかよよよよく読まれている本、人気ある本とかく読まれている本、人気ある本とかく読まれている本、人気ある本とかく読まれている本、人気ある本とか教教教教えてほしいえてほしいえてほしいえてほしい    けいけいけいけい示示示示してほしいしてほしいしてほしいしてほしい    

・・・・絵絵絵絵本は、あいうえお・・・の大本は、あいうえお・・・の大本は、あいうえお・・・の大本は、あいうえお・・・の大枠枠枠枠には分には分には分には分類さ類さ類さ類されているがれているがれているがれているが「「「「ああああ」」」」の中であいうえおの中であいうえおの中であいうえおの中であいうえお順順順順にににに並並並並べてべてべてべて    

もらうことはできないでしょうかもらうことはできないでしょうかもらうことはできないでしょうかもらうことはできないでしょうか((((たいたいたいたいへへへへんでしょうがんでしょうがんでしょうがんでしょうが))))現現現現状状状状では探しでは探しでは探しでは探しづづづづらいのでらいのでらいのでらいので    

    

(施設) 

・・・・冷房温冷房温冷房温冷房温度度度度が高く、が高く、が高く、が高く、盛盛盛盛夏夏夏夏時あつい時あつい時あつい時あつい！！！！    

・・・・児童児童児童児童のコーナーがとても見やすくて気に入っています。子どものコーナーがとても見やすくて気に入っています。子どものコーナーがとても見やすくて気に入っています。子どものコーナーがとても見やすくて気に入っています。子ども達達達達にとって居にとって居にとって居にとって居心地心地心地心地がががが良良良良いと思いますし、いと思いますし、いと思いますし、いと思いますし、テテテテーマでーマでーマでーマで絵絵絵絵本を見やすく本を見やすく本を見やすく本を見やすく    

コーナー作りしてあるもの楽しくていつもコーナー作りしてあるもの楽しくていつもコーナー作りしてあるもの楽しくていつもコーナー作りしてあるもの楽しくていつも注目注目注目注目していますしていますしていますしています    

明明明明るくてるくてるくてるくて清潔感清潔感清潔感清潔感がありがありがありがあり、、、、来来来来るのが楽しみなるのが楽しみなるのが楽しみなるのが楽しみな所所所所ですですですです    

・大きな・大きな・大きな・大きな窓窓窓窓にむいてすわにむいてすわにむいてすわにむいてすわることのできるイスがすてきです。ることのできるイスがすてきです。ることのできるイスがすてきです。ることのできるイスがすてきです。落落落落ちちちち着着着着いてすいてすいてすいてすごごごごすことができますすことができますすことができますすことができます    

・・・・明明明明るくるくるくるく静静静静かでかでかでかで幸幸幸幸せな時間がせな時間がせな時間がせな時間が過ご過ご過ご過ごせます。スタッフのせます。スタッフのせます。スタッフのせます。スタッフの皆皆皆皆ささささんんんん親親親親切切切切ですですですです    

・図書館の・図書館の・図書館の・図書館の外外外外でもでもでもでも、食べるところがあればいいと思う、食べるところがあればいいと思う、食べるところがあればいいと思う、食べるところがあればいいと思う    

・・・・よよよよく使わせてもらっているのでく使わせてもらっているのでく使わせてもらっているのでく使わせてもらっているので近近近近くにあって大くにあって大くにあって大くにあって大変変変変ありがたいです。ありがたいです。ありがたいです。ありがたいです。施設施設施設施設に入っているに入っているに入っているに入っている義母義母義母義母に本をに本をに本をに本を借借借借りてりてりてりて渡渡渡渡しているのですが、しているのですが、しているのですが、しているのですが、    

おおおお年寄年寄年寄年寄りの中には読みたいと思ってもりの中には読みたいと思ってもりの中には読みたいと思ってもりの中には読みたいと思っても借借借借りにりにりにりに来来来来られない人がいます。られない人がいます。られない人がいます。られない人がいます。そそそそれで、図書館のれで、図書館のれで、図書館のれで、図書館の移移移移動動動動車車車車がががが老老老老人の方たちのたく人の方たちのたく人の方たちのたく人の方たちのたくささささん入ん入ん入ん入所所所所    

してみえるところしてみえるところしてみえるところしてみえるところへへへへ回ってもらえる回ってもらえる回ってもらえる回ってもらえるよよよようになれうになれうになれうになればばばば喜喜喜喜ばれる方がたくばれる方がたくばれる方がたくばれる方がたくささささんあるだろうし、ボんあるだろうし、ボんあるだろうし、ボんあるだろうし、ボケ防止ケ防止ケ防止ケ防止にもなると思いますにもなると思いますにもなると思いますにもなると思います    

・・・・近近近近くにくにくにくに図書館があり、図書館があり、図書館があり、図書館があり、活活活活用用用用ささささせていただいています。ありがとうせていただいています。ありがとうせていただいています。ありがとうせていただいています。ありがとうごごごございますざいますざいますざいます    

・館内にインターネット・館内にインターネット・館内にインターネット・館内にインターネット端末端末端末端末をををを設設設設置してほしい置してほしい置してほしい置してほしい    

・子供と・子供と・子供と・子供とよよよよく利用していますく利用していますく利用していますく利用しています。とても見やすく利用しやすいです。。とても見やすく利用しやすいです。。とても見やすく利用しやすいです。。とても見やすく利用しやすいです。展示展示展示展示コーナーがコーナーがコーナーがコーナーがそそそその季節やの季節やの季節やの季節や    

時時時時期期期期にあったにあったにあったにあったテテテテーマで作られていてとてもきょうみがーマで作られていてとてもきょうみがーマで作られていてとてもきょうみがーマで作られていてとてもきょうみが持持持持てますてますてますてます    

・トイ・トイ・トイ・トイレレレレがいつもがいつもがいつもがいつもニニニニオイます・・・オイます・・・オイます・・・オイます・・・    

    

(開館・閉館時間・休館日) 

・・・・休休休休館日がわかりにくく館日がわかりにくく館日がわかりにくく館日がわかりにくく返返返返しにしにしにしに来来来来た時にた時にた時にた時に休休休休みでこまるみでこまるみでこまるみでこまる    

    

(応対) 

・・・・最最最最近近近近利用利用利用利用ささささせていただいてせていただいてせていただいてせていただいて 2222 回回回回目目目目です。ていです。ていです。ていです。ていねねねねいないないないな対応対応対応対応をしていただいていますをしていただいていますをしていただいていますをしていただいています    

・読んだところがわかるひもがいつもお・読んだところがわかるひもがいつもお・読んだところがわかるひもがいつもお・読んだところがわかるひもがいつもお借借借借りした時、りした時、りした時、りした時、表表表表紙紙紙紙のののの裏裏裏裏ににににセセセセットットットットさささされていて、れていて、れていて、れていて、新新新新鮮鮮鮮鮮な気な気な気な気持持持持ちでちでちでちで本に本に本に本に対対対対面できます面できます面できます面できます    

おおおお返返返返しする時はしする時はしする時はしする時はそそそそののののよよよようにひもをうにひもをうにひもをうにひもをセセセセットしておきたいです。ットしておきたいです。ットしておきたいです。ットしておきたいです。いつもありがとういつもありがとういつもありがとういつもありがとうごごごございますざいますざいますざいます    

・・・・スタッフの方のスタッフの方のスタッフの方のスタッフの方の対応対応対応対応もももも親親親親切切切切で気で気で気で気持持持持ちちちちよよよよく利用く利用く利用く利用出来出来出来出来ます。又ます。又ます。又ます。又来来来来館館館館者者者者のマナーも大のマナーも大のマナーも大のマナーも大変変変変良良良良いといといといと感感感感じじじじますますますます    

そそそそれらもきっとスタッフの方の日れらもきっとスタッフの方の日れらもきっとスタッフの方の日れらもきっとスタッフの方の日常常常常のののの努努努努力力力力であると思います。であると思います。であると思います。であると思います。静寂静寂静寂静寂のひととき、ありがとうのひととき、ありがとうのひととき、ありがとうのひととき、ありがとうごごごござざざざいますいますいますいます    

・・・・窓口窓口窓口窓口のののの対応対応対応対応はにこやかではにこやかではにこやかではにこやかで非非非非常常常常にににに感感感感じじじじがががが良良良良くて、利用くて、利用くて、利用くて、利用者者者者として気として気として気として気持持持持ちちちち良良良良くくくく安心安心安心安心して図書館にして図書館にして図書館にして図書館に来来来来られますられますられますられます    

・毎回、・毎回、・毎回、・毎回、気気気気持持持持ちちちち良良良良く利用く利用く利用く利用ささささせていただいています。ありがとうせていただいています。ありがとうせていただいています。ありがとうせていただいています。ありがとうごごごございますざいますざいますざいます    



・スタッフの方は、どの方も・スタッフの方は、どの方も・スタッフの方は、どの方も・スタッフの方は、どの方も親親親親切切切切ですですですです    

・いつも利用・いつも利用・いつも利用・いつも利用ささささせていただき、自分のせていただき、自分のせていただき、自分のせていただき、自分の勉強勉強勉強勉強に大いにに大いにに大いにに大いに役役役役立っています。スタッフの立っています。スタッフの立っています。スタッフの立っています。スタッフの皆皆皆皆ささささんもんもんもんも親親親親切切切切ででででありがとうありがとうありがとうありがとうごごごございますざいますざいますざいます    

・スタッフの声が小・スタッフの声が小・スタッフの声が小・スタッフの声が小ささささく館く館く館く館内では内では内では内では静静静静かにするのがほんとうだと思いますが高かにするのがほんとうだと思いますが高かにするのがほんとうだと思いますが高かにするのがほんとうだと思いますが高齢齢齢齢者者者者には聞きには聞きには聞きには聞きづづづづらい・・・らい・・・らい・・・らい・・・    

    スタッフの中で、あまりスタッフの中で、あまりスタッフの中で、あまりスタッフの中で、あまり笑顔笑顔笑顔笑顔の少ない方も、の少ない方も、の少ない方も、の少ない方も、笑顔笑顔笑顔笑顔でおでおでおでおねねねねがいがいがいがい    

・子供・子供・子供・子供((((親親親親子子子子))))の声がの声がの声がの声が走走走走ったりうるったりうるったりうるったりうるささささい時があるい時があるい時があるい時がある    親親親親がしからないとがしからないとがしからないとがしからないと余計余計余計余計気になる気になる気になる気になる    

・スタッフ・スタッフ・スタッフ・スタッフささささんがいつもていんがいつもていんがいつもていんがいつもていねねねねいです。ありがとういです。ありがとういです。ありがとういです。ありがとうごごごございますざいますざいますざいます    

・・・・持持持持ちこみ学ちこみ学ちこみ学ちこみ学習習習習にににに対対対対してのしてのしてのしての規制規制規制規制がきちんとしていない。がきちんとしていない。がきちんとしていない。がきちんとしていない。開開開開館館館館以来ず以来ず以来ず以来ずっとである。っとである。っとである。っとである。認認認認めないなら見回りをしてめないなら見回りをしてめないなら見回りをしてめないなら見回りをして注意注意注意注意をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい    

・嬉野図書館を利用しています。スタッフの方がみな・嬉野図書館を利用しています。スタッフの方がみな・嬉野図書館を利用しています。スタッフの方がみな・嬉野図書館を利用しています。スタッフの方がみなささささんんんん親親親親切切切切で嬉しいです。で嬉しいです。で嬉しいです。で嬉しいです。    

・時・時・時・時々々々々利用利用利用利用者者者者ののののケケケケイタイ利用イタイ利用イタイ利用イタイ利用有有有有り、り、り、り、職職職職員員員員のののの配配配配慮慮慮慮なしなしなしなし    

    

(その他) 

・・・・最最最最近近近近こちらの方にこちらの方にこちらの方にこちらの方に越越越越してきて、ひまつしてきて、ひまつしてきて、ひまつしてきて、ひまつぶぶぶぶしにしにしにしに来来来来てみたてみたてみたてみた所所所所、きれいな図書館で、きれいな図書館で、きれいな図書館で、きれいな図書館で驚驚驚驚きました。学生時きました。学生時きました。学生時きました。学生時代代代代の図書の図書の図書の図書室室室室や、や、や、や、以以以以前住んでいた前住んでいた前住んでいた前住んでいた    

所所所所での図書館のイでの図書館のイでの図書館のイでの図書館のイメメメメーーーージジジジでででで「「「「図書図書図書図書室室室室、図書館は、図書館は、図書館は、図書館は暗暗暗暗くて、くて、くて、くて、汚汚汚汚い本ばっかりい本ばっかりい本ばっかりい本ばっかり」」」」と思っていたので、と思っていたので、と思っていたので、と思っていたので、良良良良いいいい意味意味意味意味でででで裏切裏切裏切裏切られましたられましたられましたられました    

本本本本当当当当にきれいにきれいにきれいにきれい!!!!!!!!小学小学小学小学校校校校の時、図書館の本がの時、図書館の本がの時、図書館の本がの時、図書館の本が汚汚汚汚なすなすなすなすぎぎぎぎてててて、、、、授業授業授業授業でででで必ず必ず必ず必ず借借借借りるりるりるりるよよよようううう義務づ義務づ義務づ義務づけられていても、どうしてもけられていても、どうしてもけられていても、どうしてもけられていても、どうしても嫌嫌嫌嫌で指でで指でで指でで指で    

つまんでつまんでつまんでつまんで持持持持ってってってって帰帰帰帰っていたあの図書館のことはもうっていたあの図書館のことはもうっていたあの図書館のことはもうっていたあの図書館のことはもう忘忘忘忘れます。ありがとう、嬉野図書館。本も館内もれます。ありがとう、嬉野図書館。本も館内もれます。ありがとう、嬉野図書館。本も館内もれます。ありがとう、嬉野図書館。本も館内も美美美美しく、探しやすく、しく、探しやすく、しく、探しやすく、しく、探しやすく、    

ついつい長居してしまいます。ちょっとマついつい長居してしまいます。ちょっとマついつい長居してしまいます。ちょっとマついつい長居してしまいます。ちょっとマニニニニアッアッアッアッククククな本な本な本な本((((美美美美しい本しい本しい本しい本屋屋屋屋ささささんのんのんのんの写真写真写真写真集とか集とか集とか集とか))))があるのもがあるのもがあるのもがあるのもすすすすごごごごくくくく良良良良いですいですいですいです    

スタッスタッスタッスタッフフフフささささんもんもんもんも感感感感じじじじがががが良良良良く、気く、気く、気く、気持持持持ちいいです。いつもありがとうちいいです。いつもありがとうちいいです。いつもありがとうちいいです。いつもありがとうごごごございますざいますざいますざいます    

これからもこれからもこれからもこれからも素敵素敵素敵素敵な図書館でありな図書館でありな図書館でありな図書館であり続続続続けてくだけてくだけてくだけてくだささささい。スタッフのい。スタッフのい。スタッフのい。スタッフのエプエプエプエプロンがロンがロンがロンが松松松松阪阪阪阪木木木木綿綿綿綿((((????))))なのもイイなのもイイなのもイイなのもイイ    

・・・・時時時時々々々々駐車駐車駐車駐車場場場場が使用できないが使用できないが使用できないが使用できない場場場場合がある。あきらめて合がある。あきらめて合がある。あきらめて合がある。あきらめて帰帰帰帰ららららねねねねばならないばならないばならないばならない    

・子どもが・子どもが・子どもが・子どもが産産産産まれてから、嬉野図書館や嬉野まれてから、嬉野図書館や嬉野まれてから、嬉野図書館や嬉野まれてから、嬉野図書館や嬉野保保保保健健健健セセセセンターンターンターンターへ伺へ伺へ伺へ伺うことが多くなりました。おはなし会にうことが多くなりました。おはなし会にうことが多くなりました。おはなし会にうことが多くなりました。おはなし会に参加参加参加参加したり、本をしたり、本をしたり、本をしたり、本を借借借借りたり、りたり、りたり、りたり、    

本本本本当当当当におにおにおにお世世世世話になっています。スタッフの方話になっています。スタッフの方話になっています。スタッフの方話になっています。スタッフの方みなみなみなみなささささんもいつもんもいつもんもいつもんもいつも良良良良くしていただき、くしていただき、くしていただき、くしていただき、行行行行くのが楽しみの一つですくのが楽しみの一つですくのが楽しみの一つですくのが楽しみの一つです    

図書館のある図書館のある図書館のある図書館のある環境環境環境環境や館や館や館や館内の内の内の内の雰囲雰囲雰囲雰囲気も大気も大気も大気も大好好好好きです。これからもきです。これからもきです。これからもきです。これからもよよよよろしくおろしくおろしくおろしくお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。いつもありがとういつもありがとういつもありがとういつもありがとうごごごございますざいますざいますざいます    

・・・・乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児と一と一と一と一緒緒緒緒にににに行行行行けるけるけるける雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気((((親親親親は図書館は図書館は図書館は図書館へへへへ行行行行きたいのですが、子どもが大声をきたいのですが、子どもが大声をきたいのですが、子どもが大声をきたいのですが、子どもが大声を出出出出してしまいしてしまいしてしまいしてしまいそそそそうで家うで家うで家うで家族族族族での利用に気がひけますでの利用に気がひけますでの利用に気がひけますでの利用に気がひけます))))    

・・・・((((嬉野図書館嬉野図書館嬉野図書館嬉野図書館))))いつもいつもいつもいつも展示展示展示展示コーナーのコーナーのコーナーのコーナーの PPPPOOOOPPPPがががが手手手手作りですてきです。作りですてきです。作りですてきです。作りですてきです。新刊新刊新刊新刊が見やすくてが見やすくてが見やすくてが見やすくて好好好好きですきですきですきです    

・・・・展示展示展示展示コーナーが今まで読んだことのない物、コーナーが今まで読んだことのない物、コーナーが今まで読んだことのない物、コーナーが今まで読んだことのない物、世界世界世界世界を気を気を気を気づづづづかせてくれているので楽しみにしてかせてくれているので楽しみにしてかせてくれているので楽しみにしてかせてくれているので楽しみにしていますいますいますいます    

そそそそれがあってれがあってれがあってれがあって近近近近いいいい松松松松阪阪阪阪よよよより嬉野を選んできていますり嬉野を選んできていますり嬉野を選んできていますり嬉野を選んできています    

・・・・図書館の図書館の図書館の図書館の資資資資料を使用しないと料を使用しないと料を使用しないと料を使用しないと勉強勉強勉強勉強ができないといいつつ、ができないといいつつ、ができないといいつつ、ができないといいつつ、そそそそうでない方もいまうでない方もいまうでない方もいまうでない方もいます。す。す。す。真真真真面面面面目目目目にににに守守守守ってってってっているのがアホらしいですいるのがアホらしいですいるのがアホらしいですいるのがアホらしいです    

そそそそのためにのためにのためにのために足足足足がががが遠遠遠遠のきつつあります。図書館にはのきつつあります。図書館にはのきつつあります。図書館にはのきつつあります。図書館には十十十十分な分な分な分な資資資資料がないため料がないため料がないため料がないため((((特特特特にににに辞辞辞辞書書書書))))自らのものを使って自らのものを使って自らのものを使って自らのものを使って勉強勉強勉強勉強したくてもしたくてもしたくてもしたくても現現現現在の在の在の在の    

ルールではルールではルールではルールでは勉強勉強勉強勉強できないのはできないのはできないのはできないのは不便不便不便不便です。日中の人がすくない時ぐらいルールのです。日中の人がすくない時ぐらいルールのです。日中の人がすくない時ぐらいルールのです。日中の人がすくない時ぐらいルールの弾弾弾弾力的力的力的力的な運用ができないものでしょうかな運用ができないものでしょうかな運用ができないものでしょうかな運用ができないものでしょうか    

学生学生学生学生以外以外以外以外はははは静静静静かでかでかでかで落落落落ちついてちついてちついてちついて勉強勉強勉強勉強できるできるできるできる場場場場所所所所が見つけにくいのでが見つけにくいのでが見つけにくいのでが見つけにくいので再考願再考願再考願再考願いたいものですいたいものですいたいものですいたいものです    

・・・・OOOOPAPAPAPACCCCの情報入の情報入の情報入の情報入力力力力に関して、に関して、に関して、に関して、上上上上記の記の記の記の他他他他にも、にも、にも、にも、全全全全集など集など集など集などセセセセットものはットものはットものはットものは巻巻巻巻数数数数やややや背背背背表表表表紙紙紙紙のタイトルのタイトルのタイトルのタイトルだけのだけのだけのだけの表示表示表示表示では用をなでは用をなでは用をなでは用をなささささないないないない    

特特特特にににに昔昔昔昔入入入入力力力力したまましたまましたまましたまま放放放放置してあるものに置してあるものに置してあるものに置してあるものに顕著顕著顕著顕著。。。。    

・・・・OOOOPAPAPAPACCCCのののの漢字変換漢字変換漢字変換漢字変換がうまくいかない。がうまくいかない。がうまくいかない。がうまくいかない。    

・検索機が使い・検索機が使い・検索機が使い・検索機が使いづづづづらいらいらいらい    

・・・・佐賀佐賀佐賀佐賀県のマネをする県のマネをする県のマネをする県のマネをする必要必要必要必要は無いと思います。は無いと思います。は無いと思います。は無いと思います。    

・・・・((((問１１問１１問１１問１１))))に関してのに関してのに関してのに関しての答答答答ええええ    使い方がわからない・・・と使い方がわからない・・・と使い方がわからない・・・と使い方がわからない・・・と言言言言ううううよよよよりりりりそそそその本などを、の本などを、の本などを、の本などを、ささささがす事もがす事もがす事もがす事も又楽しい又楽しい又楽しい又楽しい    

図書館に図書館に図書館に図書館に来来来来る事る事る事る事((((利用する利用する利用する利用する))))が楽しい。少が楽しい。少が楽しい。少が楽しい。少額額額額であればであればであればであれば((((例例例例)100)100)100)100円位円位円位円位支払支払支払支払ってもってもってもっても良良良良いいいいとととと考考考考えるえるえるえる    

・ほ・ほ・ほ・ほぼぼぼぼ満足満足満足満足していますしていますしていますしています    

・嬉野図書館は、使いやすいので大のお気に入りです・嬉野図書館は、使いやすいので大のお気に入りです・嬉野図書館は、使いやすいので大のお気に入りです・嬉野図書館は、使いやすいので大のお気に入りです！！！！    

・・・・よよよよく楽しませていただいていますく楽しませていただいていますく楽しませていただいていますく楽しませていただいています    

・時・時・時・時々々々々、、、、30303030代代代代((((又は又は又は又は 50505050～～～～60606060代代代代))))のののの男男男男性性性性が子供が子供が子供が子供((((女女女女子子子子))))のののの後後後後をつけてきたり、をつけてきたり、をつけてきたり、をつけてきたり、ジジジジロロロロジジジジロ見てくるロ見てくるロ見てくるロ見てくる様様様様子がある子がある子がある子がある    

・・・・足足足足のののの悪悪悪悪い方用のカーい方用のカーい方用のカーい方用のカート利用があればありがたいです。ト利用があればありがたいです。ト利用があればありがたいです。ト利用があればありがたいです。松松松松阪図書館においても嬉野図書館の阪図書館においても嬉野図書館の阪図書館においても嬉野図書館の阪図書館においても嬉野図書館のよよよようなイベントがあればありがたいですうなイベントがあればありがたいですうなイベントがあればありがたいですうなイベントがあればありがたいです    



・コ・コ・コ・コピピピピーするとき、ーするとき、ーするとき、ーするとき、身身身身分を分を分を分を証証証証明明明明するものとして、今の図書カードを使用できるとするものとして、今の図書カードを使用できるとするものとして、今の図書カードを使用できるとするものとして、今の図書カードを使用できると手手手手間がは間がは間がは間がはぶぶぶぶけてけてけてけて有有有有りりりり難難難難いですいですいですいです    

幼幼幼幼児連児連児連児連れのれのれのれの場場場場合、やかましくて気が合、やかましくて気が合、やかましくて気が合、やかましくて気が散散散散るるるる    

・・・・検索機をもっとわかり検索機をもっとわかり検索機をもっとわかり検索機をもっとわかりやすくしてやすくしてやすくしてやすくして欲欲欲欲しいしいしいしい！！！！でもでもでもでも落落落落ちちちち着着着着くのでくのでくのでくので旧旧旧旧松松松松阪ですが嬉野まで阪ですが嬉野まで阪ですが嬉野まで阪ですが嬉野まで来来来来てますてますてますてます    

・座って読書をしているのに、・座って読書をしているのに、・座って読書をしているのに、・座って読書をしているのに、ケケケケイタイ利用イタイ利用イタイ利用イタイ利用((((特特特特に中高に中高に中高に中高年者年者年者年者が多いが多いが多いが多い))))をををを個個個個人は人は人は人は言言言言いにくいので、カウンターのいにくいので、カウンターのいにくいので、カウンターのいにくいので、カウンターの職職職職員員員員の方にの方にの方にの方に注意注意注意注意してほしいしてほしいしてほしいしてほしい    

たまにイビキがきこえてきたりしてたまにイビキがきこえてきたりしてたまにイビキがきこえてきたりしてたまにイビキがきこえてきたりして不不不不快快快快ですですですです    

・・・・おおおお世世世世話になります話になります話になります話になります    

・・・・嬉野図書館で嬉野図書館で嬉野図書館で嬉野図書館で 4444 人人人人掛椅掛椅掛椅掛椅子子子子席席席席にて、にて、にて、にて、新新新新聞を読む人が聞を読む人が聞を読む人が聞を読む人が猛烈猛烈猛烈猛烈にルーにルーにルーにルーペペペペをををを操操操操り、り、り、り、そそそそのののの雑雑雑雑音音音音がうるがうるがうるがうるささささいいいい場場場場合が合が合が合がしばしばありますしばしばありますしばしばありますしばしばあります    

どこかどこかどこかどこか新新新新聞聞聞聞専専専専用小用小用小用小部部部部屋屋屋屋があれば読書人のがあれば読書人のがあれば読書人のがあれば読書人の邪魔邪魔邪魔邪魔にならないと思うのですが・・・にならないと思うのですが・・・にならないと思うのですが・・・にならないと思うのですが・・・    

・・・・音音音音楽が楽が楽が楽がとてもとてもとてもとても静静静静かに気にならないかに気にならないかに気にならないかに気にならない程程程程度度度度のののの音音音音でででで流流流流れているのがとてもれているのがとてもれているのがとてもれているのがとても良良良良いですいですいですいです    

・嬉野・嬉野・嬉野・嬉野町町町町で一で一で一で一番好番好番好番好きなきなきなきな場場場場所所所所は嬉野図書館です。は嬉野図書館です。は嬉野図書館です。は嬉野図書館です。私私私私は阪は阪は阪は阪神神神神間からの間からの間からの間からの移移移移住住住住者者者者ですが、ですが、ですが、ですが、政令政令政令政令指指指指定都定都定都定都市の市の市の市のよよよような大きな市ではうな大きな市ではうな大きな市ではうな大きな市では団塊団塊団塊団塊のののの世世世世代代代代がががが    

停停停停年年年年をををを迎迎迎迎えた頃から、いつもえた頃から、いつもえた頃から、いつもえた頃から、いつも満満満満員員員員、、、、駐車駐車駐車駐車場場場場もももも 30303030 分しかとめられ分しかとめられ分しかとめられ分しかとめられずずずず、きわめてきびしい、きわめてきびしい、きわめてきびしい、きわめてきびしい状況状況状況状況です。です。です。です。土地土地土地土地が高いのでやむをえないが高いのでやむをえないが高いのでやむをえないが高いのでやむをえない    

面もありますが・・・面もありますが・・・面もありますが・・・面もありますが・・・    

嬉野図嬉野図嬉野図嬉野図書館はまだ書館はまだ書館はまだ書館はまだ““““ゆとりゆとりゆとりゆとり””””がありホッとがありホッとがありホッとがありホッとささささせてくれます。せてくれます。せてくれます。せてくれます。((((駐車駐車駐車駐車場場場場が一が一が一が一杯杯杯杯の時ありますがの時ありますがの時ありますがの時ありますが))))紙紙紙紙の本は大の本は大の本は大の本は大切切切切なななな文化文化文化文化ですですですです    

失失失失くしてほしくない大事なくしてほしくない大事なくしてほしくない大事なくしてほしくない大事な場場場場所所所所です。多面です。多面です。多面です。多面化化化化するするするする必要必要必要必要はないとはないとはないとはないとささささえ申しえ申しえ申しえ申し上げ上げ上げ上げたいです。たいです。たいです。たいです。私私私私が利用が利用が利用が利用ささささせていただくせていただくせていただくせていただくよよよようになってうになってうになってうになって    

““““民営民営民営民営化”さ化”さ化”さ化”され、れ、れ、れ、ササササービス、ービス、ービス、ービス、対応対応対応対応はははは格格格格段段段段にににによよよよくなりました。でもスタッフの方くなりました。でもスタッフの方くなりました。でもスタッフの方くなりました。でもスタッフの方々々々々のののの労働条件労働条件労働条件労働条件はどうなのでしょうかはどうなのでしょうかはどうなのでしょうかはどうなのでしょうか    

犠牲犠牲犠牲犠牲のののの上上上上ではではではでは心配心配心配心配です。です。です。です。老婆老婆老婆老婆心心心心ながら・・・いつもありがとうながら・・・いつもありがとうながら・・・いつもありがとうながら・・・いつもありがとうごごごございますざいますざいますざいます    

※※※※((((追追追追))))佐賀佐賀佐賀佐賀市の市の市の市のよよよようにうにうにうに「「「「つたやつたやつたやつたや」」」」にににに丸投丸投丸投丸投げげげげするするするするよよよようなうなうなうな民営民営民営民営化化化化にはにはにはには反対反対反対反対です。利です。利です。利です。利益益益益がががが上上上上り、り、り、り、経費経費経費経費が少なくなればが少なくなればが少なくなればが少なくなれば良良良良いといういといういといういという    

ものものものものではありではありではありではありません。ません。ません。ません。単単単単に利用に利用に利用に利用者者者者が増せばが増せばが増せばが増せば良良良良いというものではありませんいというものではありませんいというものではありませんいというものではありません    

・ビデオ等・ビデオ等・ビデオ等・ビデオ等へへへへのののの視視視視聴覚聴覚聴覚聴覚コーナーをコーナーをコーナーをコーナーを透明透明透明透明のパーのパーのパーのパーテテテテーーーーショショショションでンでンでンで仕切仕切仕切仕切ってってってって欲欲欲欲しい。子供たちのしい。子供たちのしい。子供たちのしい。子供たちの雑雑雑雑談談談談でででで集中できない時がある集中できない時がある集中できない時がある集中できない時がある    

 

ご協力ありがとうございました。 


