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はじめに 

  

令和２年１月、国内で新型コロナウイルスに感染した最初の事例が出て以来、またたく間に私たちの

くらしは激変しました。日野市立図書館も例外ではありません。４月７日、東京都に緊急事態宣言が発

令されたことを受け、４月９日から臨時休館としました。昭和４０年に開始して以来、初めての長期に

わたる図書館サービスの停止措置です。 

 

「当たり前のように開いていた図書館が閉まっている。」 

 

日々通ってくださっていた利用者が、「臨時休館」の掲示をみて、あきらめ顔で帰っていきました。「中

で本を選ぶことができないのですか？」と子どもの手をひいた保護者。子どもはとてもつまらなさそう

にしています。貸出時の期限をきちんとまもって、本を返しに来た小学生。別の本を借りられないこと

がわかっているので、残念そうです。 

私たち図書館で働く職員は、臨時窓口で、このような光景をたくさん見ました。 

５月２５日に緊急事態宣言が解除され、日野市立図書館も６月から通常開館を再開しました。緊急事

態宣言中、また図書館休館中、利用者の皆様の読書活動がどうだったかを把握するとともに、市民にと

って図書館とはどのような存在なのかを知るまたとない機会と考え、アンケートを実施しました。いた

だいたアンケートは約 2600 件、その中には約 1700件の「本や読書」「図書館」への思いを記載いただき

ました。この数だけでも、図書館への熱い思いが伝わってきます。そして、休館中の思いや図書館が再

開したことの喜びの声を多数いただきました。図書館がくらしの中に当たり前のようにあり、生活の精

神的な支えになっていることがうかがえるご意見も多数いただきました。 

日野市立図書館は、図書館サービス開始時から「何でも、いつでも、どこでも、誰にでも」を目標と

してきました。そして「くらしの中に図書館を」を基本理念として、「市民のよりどころ」でありたいと

願って運営してきました。今回のアンケートで、私たちの願いが届いていたかのような声を多数いただ

けたことは、私たち図書館員の励みとなり、感謝の気持ちでいっぱいになります。 

日野市立図書館に寄せられた日野市民の声ではありますが、他の図書館の利用者たちも、同じ思いを

持っていらっしゃることと思います。 

最後に、令和２年に行ったアンケートですが、集計作業や編集作業が遅れがちになり、このまとめを

出すことが遅くなったことをお詫び申し上げます。 

 

令和４年５月 

 

日野市立図書館 
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１ 調査の目的・趣旨・経過 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、図書館は令和 2 年（2020 年）4 月 9 日から 5 月 31 日に

かけて臨時休館をした。この間、市民の皆様から様々な声をいただいたことから、今だからこそ、市民

にとっての「本や読書」、または「図書館」への思いをお聞かせいただける機会になると考え、調査を実

施した。 

【緊急事態宣言発令に伴う日野市立図書館の対応】 

● 緊急事態宣言発令前 

令和 2年（2020年）3 月 2日（月）からの学校休業が要請される中、多摩地域でも図書館の休館を

決定する市が大多数であった。日野市立図書館では、三密を避ける呼びかけと、サービスの一部制限

を行うことで通常開館を続けた。 

 

● 緊急事態宣言発令から図書館再開まで ※発令期間：2020年 4月 9日（木）～5月 31日（日） 

4月 9日（木）～ ・臨時休館とし、臨時窓口を開設。 

緊急事態宣言により集会・展示施設（博物館、図書館など）にも都が休

止を要請する中、日野市においても図書館を臨時休館とすることとし、

臨時窓口を開設した。期間は 4月 9日（木）から 5月 6日（水・祝）ま

でと設定し、各館とも通常のカウンターではなく、入り口付近に臨時カ

ウンターを設けて対応した。 

 

・移動図書館ひまわり号の巡回休止 

臨
時
休
館
・
臨
時
窓
口 

＊制限したサービス 

・おはなし会・おたのしみ会の休止 

・集会室等の利用中止（中央・高幡・百草） 

・休憩スペース（中央）・自習スペース（高幡）・交流スペース（平山）の利用休止 

・利用者へ館内滞在時間の短縮を要請（30分程度） 

・館内の閲覧用いすの数を半減 

・館内放送や掲示物による、感染防止対策の呼びかけ 

＊臨時窓口で対応したサービス 

・予約した資料の貸出 

・資料の返却 

・おむつ袋の配布 

・ナクソス・ミュージック・ライブラリーの ID、パスワード

発行（電話でも発行可能とした） 

※外出自粛を促す観点から、通常は２週間である貸出期限・予約

資料取り置き期限を、臨時休館終了後２週間まで延長した。 
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4月 12日（日）～ ・予約の受付休止 

・レファレンスでの資料提供休止（電話での調査受付・回答のみ） 
臨
時
窓
口 

4月 19日（土）・ 

4月 26日（土） 
開催を予定していた「図書館おはなしピクニック」中止 

4月 29日（水・祝）・ 

5月 3日（日・祝）

～ 

5月 6日（水・祝） 

完全休館とし、臨時窓口も休止。 

大型連休となる祝日は、外出自粛を促すために完全休館として、臨時窓

口も休止とした。 

完
全
休
館 

5月 7日（木）・ 

5月 8日（金） 

臨時窓口を再開 

5月 6日（水・祝）までと予定されていた緊急事態宣言の期間が 5月 31

日（日）までに延長された。この 2日間は臨時窓口での対応を継続。 

臨
時
窓
口 

5月 9日（土）～ 完全休館とし、臨時窓口も休止。 

感染症拡大防止対策と開館に向けての準備のため、5月 31日（日）まで

完全休館とした。 

完
全
休
館 

5月 15日（金）～ インターネット・電話による予約受付を再開 

5月 20日（水）～ 臨時窓口での予約資料の貸出を再開 

（はじめに児童書のみ予約資料の貸出再開） 

臨
時
窓
口 5月 26日（火）～ 一般書の予約資料の貸出再開 

6月 2日（火）～ 
・一部サービスを制限しながら、通常開館を再開 

・移動図書館ひまわり号の巡回再開 

再
開 

 

２ 調査の概要 

 

１ 期間  令和 2年（2020 年）6月 13日（土）～6 月 30日（火） 

２ 対象  日野市民および日野市立図書館利用者 

３ 場所  ・市内各図書館（全 7館） 

・移動図書館ひまわり号 

・図書館ホームページ 

４ 方法  ①市内各図書館窓口で調査用紙を配布 

各館の窓口で、貸出時に調査用紙を配布した。 

各館に回収箱を設置した。返却用ブックポストにも投函可とした。 

      ②図書館ホームページ上での入力受付 

図書館ホームページ［お知らせ］にて調査実施を告知し、入力フォームを設置した。 

 

５ 調査内容 別紙のとおり 
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３ 調査用紙 

このたび、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、図書館は長期の臨時休館をいたしました。 

この間、市民の皆様から様々な声をいただき、今だからこそ、皆様にとっての「本や読書」、または

「図書館」への思いをお聞かせいただける機会になると考えました。本の返却時などにお寄せいただ

ければ幸いです（返却用ブックポストへ入れていただくこともできます）。図書館ホームページから

入力することもできます。後日、「図書館報ひろば」や図書館ホームページにてご報告させていただ

きます。 

日野市立図書館 令和 2 年（2020 年）６月 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

該当するものに「○」をお願いします。複数ある場合は、全てに「〇」をお願いします。 

① あなたの年齢を教えてください。 

  １０才未満 ・ １０代 ・ ２０代 ・ ３０代 ・ ４０代 ・ ５０代 ・ ６０代 ・ ７０才以上 

   ＊小中高校生は学年も教えてください。（小学  年生 ・ 中学  年生 ・ 高校  年生） 

 

② 学校休校や外出自粛などの期間（３月~５月の間）、本を読みましたか。 

  全く読んでいない ・ １~５冊くらい読んだ ・ 6～9 冊くらい読んだ ・ 10 冊以上読んだ 

 

③ 学校休校や外出自粛になる前と比べて、本を読む量は変わりましたか。 

  全く読まなくなった ・ 減った ・ 変わらない ・ 増えた ・ 新たに読むようになった 

 

④ ②で「読んだ」と回答された方は、本をどのように用意されましたか。  

  家にあった ・ 購入した ・ 友人から借りた  ・ 学校図書館で借りた ・ 市立図書館で借りた 

その他（              ） 

 

⑤ ②で「読んだ」と回答された方は、どのような目的で本を読みましたか。  

  知識や情報を得るため ・ 仕事や学校で必要なため ・ 趣味や娯楽のため  

  気分転換のため ・ 余暇の時間を過ごすため ・ その他（              ） 

 

⑥ ご自宅でインターネットを利用することはできますか。 

  できる(パソコン) ・ できる(スマートフォン) ・ できる(ﾀﾌﾞﾚｯﾄ) ・ できる(その他) ・ できない 

 

⑦ ⑥で「できる」と回答された方は、３月~５月の間、次のものを利用しましたか。 

 ニュース ・ SNS（ツイッター等）・ 動画（読み聞かせ）・ 動画（その他）   

  電子書籍（一般） ・ 電子書籍（マンガ） ・ 日野市ホームページ ・ 日野市立図書館ホームページ 

 

⑧ あなたにとっての「本や読書」、または「図書館」への思いをお聞かせください。（裏もどうぞ） 

 

 

 

図書館ホームページからの入力は右のQRコードをお読みください。 
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４ 回答数とその内訳 

各館及び図書館ホームページでの回答を合計すると、全 2585件の回答が集まった。 

 

● 回収場所の内訳 

回収場所 回収件数 

中央 278 

高幡 520 

日野 304 

多摩平 796 

平山 102 

市政 7 

百草 232 

移動図書館ひまわり号 20 

図書館ホームページ 326 

総合計 2,585 

 

 

● 回答人数の内訳 

※調査用紙 1枚につき複数の年代を選択したものがあったため、「10才未満」及び「10代」は合計人数

が回収件数を上回っている。 

なお、集計結果については件数で集計している。複数の年代を選択している場合は、そのうち最も上

の年代として集計した。 

  10才 

未満 

10代 20代 30代 40 代 50代 60代 70才 

以上 

未回答 合計 

人数 

中央 8 14 10 23 41 36 50 94 2 278 

高幡 14 24 13 28 50 63 102 230 0 524 

日野 11 15 8 19 48 36 58 112 0 307 

多摩平 43 40 16 62 118 119 168 247 1 814 

平山 7 8 0 8 17 12 16 34 0 102 

市政 0 0 0 0 2 1 2 2 0 7 

百草 17 13 10 20 40 28 47 58   233 

移動図書館 

ひまわり号 

0 0 0 1 4 1 6 8 0 20 

図書館 

ホームページ 

11 13 17 25 83 86 58 33 0 326 

総合計 111 127 74 186 403 382 507 818 3 2,611 
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● 回収場所ごとの年代別グラフ 
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●「10才未満」・「10代」の年齢内訳 

 

 

 

年齢 人数 

就学前 4 

小学生 115 

中学生 32 

高校生 19 

未回答 68 

合計人数 238 
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５ 結果概要 

① あなたの年齢を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 学校休校や外出自粛などの期間（３月～５月の間）、本を読みましたか。 

 

 

全く読んでいない 114 

１～５冊くらい読んだ 1053 

６～９冊くらい読んだ 487 

１０冊以上読んだ 904 

未回答 27 

合計 2585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10才未満 92 

10代 120 

20代 74 

30代 186 

40代 403 

50代 382 

60代 507 

70才以上 818 

未回答 3 

合計 2585 

読書量は、「1～5 冊くらい読んだ」が 41％（1053 件）で最も多く、次いで「10 冊以上読んだ」

が 35％（904 件）、「6～9 冊くらい読んだ」が 19％（487 件）だった。「全く読んでいない」は 4％

（114件）で最も少なかった。 

年代別にみると、10才未満・10代は「10冊以上」が最も多く、20代～50代は「1～5冊くらい」

が最も多かった。60代・70 才以上でも「1～5冊くらい」が最も多かったが、次に多い「10冊以上」

との差は小さかった。（p13参照） 

年代は、「70 才以上」が 32％（818 件）で最も多かった。次いで「60 代」が 20％（507 件）、「40

代」が 15％（403件）だった。 

「回収場所ごとの年代別グラフ」（p6・p7）の通り、回収場所によって割合が異なっていた。 
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③ 学校休校や外出自粛になる前と比べて、本を読む量は変わりましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ②で「読んだ」と回答された方は、本をどのように用意されましたか。 

※複数回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全く読まなくなった 31 

減った 520 

変わらない 1128 

増えた 821 

新たに読むようになった 41 

未回答 44 

合計 2585 

読書量の変化は、「変わらない」が 44％（1128 件）で最も多く、次いで「増えた」が 32％（821

件）、「減った」が 20％（520件）だった。「全く読まなくなった」は 1％（31件）で最も少なかった。 

 年代別にみると、10才未満・10代では「増えた」が最も多かった。20代・30代・50代・60代・

70 才以上では「変わらない」が最も多かった。40代では「増えた」と「変わらない」がほぼ同じ割

合だった。（p14参照） 

本の入手方法は「市立図書館で借りた」（1541ポイント）、「家にあった」（1257ポイント）、「購入

した」（998ポイント）が多かった。「市立図書館で借りた」のみを選択した回答者は 580人だった。 

 年代別にみると、10才未満・30 代は「市立図書館で借りた」と「家にあった」が多く、ほぼ同数

だった。10代は「家にあった」が最も多かった。20 代は「購入した」が最も多かった。40代～70才

以上は「市立図書館で借りた」が最も多く、この 3 つの年代では、次いで「家にあった」、「購入し

た」と続く傾向も同じだった。（p15・16参照） 
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⑤ ②で「読んだ」と回答された方は、どのような目的で本を読みましたか。 

※複数回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥－(1) ご自宅でインターネットを利用することはできますか。（使用の可否について） 

※複数回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できる 2198 

できない 364 

未回答 23 

合計 2585 

 読書の目的は、「趣味や娯楽のため」（1497 ポイント）、「余暇の時間を過ごすため」（1152 ポイン

ト）、「知識や情報を得るため」（1046ポイント）が多かった。 

 年代別にみると、10 才未満は「余暇の時間を過ごすため」が最も多かった。10 代～70 才以上は

「趣味や娯楽のため」が最も多かった。（p17～19参照） 

自宅でインターネットを利用できる人の割合は 85％（2198件）だった。14％（364件）は「でき

ない」と回答した。 

 年代別にみると、「できる」の割合が最も高かったのは 20代で、99％（73件）だった。20代より

年齢が下がるにつれて、また上がるにつれて「できない」の割合が高くなっていく傾向がみられた。

（p20参照） 
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⑥－(2) ご自宅でインターネットを利用することはできますか。（使用できる機器につい

て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ ⑥で「できる」と回答された方は、３月～５月の間、次のものを利用しましたか。 

   ※複数回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットで利用したものは、「ニュース」（1721ポイント）、「日野市立図書館ホームページ」

（1233ポイント）、「動画（その他）」（1059ポイント）が多かった。 

年代別にみると、10才未満・10代は「動画（その他）」が最も多かった。20代は「SNS（ツイッタ

ー等）」が最も多かったが、次に多い「ニュース」、「動画（その他）」との差は小さかった。30 代～

70 才以上はいずれも「ニュース」が最も多かったが、その他の項目の順位や、ポイントの差は年代

ごとに異なっていた。（p22 参照） 

使用できる機器は、「パソコン」（1755 ポイント）、「スマートフォン」（1559 ポイント）が多かっ

た。 

年代別にみると、10才未満～50代は「パソコン」と「スマートフォン」がほぼ同数、あるいは僅

差でどちらかが多かった。60代・70才以上は「パソコン」が最も多かった。「タブレット」はいずれ

の年代でも少なかったが、10才未満・10代では、他の年代より割合が高かった。（p21参照） 

※複数回答 
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⑧ あなたにとっての「本や読書」、または「図書館」への思いをお聞かせください。 

  

 計 1668件の記述があった。p23～155に全文掲載。 
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６ 結果詳細 

 

②  学校休校や外出自粛などの期間（３月～５月の間）、本を読みましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10才

未満 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70才

以上 

全く読んでいない 0 8 9 10 25 12 26 24 

１～５冊くらい読んだ 19 33 40 94 182 164 205 316 

６～９冊くらい読んだ 9 19 10 25 75 89 99 159 

１０冊以上読んだ 63 60 15 56 121 117 170 302 

未回答 1 0 0 1 0 0 7 17 

合計 92 120 74 186 403 382 507 818 

 

全く読んで 

いない 

１～５冊 

くらい読んだ 

６～９冊 

くらい読んだ 

１０冊以上 

読んだ 

 未回答 

※設問①は年代の回答欄であるため省略。 

7%

12%

5%

6%

3%

5%

3%

21%

28%

54%

51%

45%

43%

40%

39%

10%

16%

14%

13%

19%

23%

20%

19%

68%

50%

20%

30%

30%

31%

34%

37%

1%

1%

1%

2%

10才未満

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70才以上

回答 

件数 

（92） 

（120） 

（74） 

（186） 

（403） 

（382） 

（507） 

（818） 
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③  学校休校や外出自粛になる前と比べて、本を読む量は変わりましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10才 

未満 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70才 

以上 

全く読まなくなった 1 2 1 2 6 4 9 6 

減った 17 19 8 30 91 81 120 154 

変わらない 24 31 35 84 151 180 224 399 

増えた 45 61 26 64 147 111 141 223 

新たに読むようになった 4 7 4 4 7 3 4 8 

未回答 1 0 0 2 1 3 9 28 

合計 92 120 74 186 403 382 507 818 

  

全く読まな 

くなった 

減った 変わら 

ない 

増えた   新たに読む 

    ようになった 

未回答 

1%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

18%

16%

11%

16%

23%

21%

24%

19%

26%

26%

47%

45%

37%

47%

44%

49%

49%

51%

35%

34%

36%

29%

28%

27%

4%

6%

5%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

10才未満

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70才以上

回答 

件数 

（92） 

（120） 

（74） 

（186） 

（403） 

（382） 

（507） 

（818） 
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④ ②で「読んだ」と回答された方は、本をどのように用意されましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数回答 

【10才未満】 【10代】 

【20代】 【30代】 

【40代】 【50代】 

【60代】 【70才以上】 
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【 ④本の入手先について「その他」の記述内容 】 

 

 電子書籍（10件） 

 読み返した（5件） 

 Kindle（3件） 

 青空文庫（3件） 

 友人からもらった（3件） 

 リクエストした本を受け取れた（3件） 

 休館前に借りてあった本（3件） 

 アプリ（2件） 

 タブレット（2件） 

 家族の本を借りた（2件） 

 孫に借りた（2件） 

 ネット（2件） 

 職場で借りた 

 子供から借りた 

 親子で貸し借り 

 姉妹から借りた 

 実家から借用した 

 近くの介護ホームで借りました。 

 日野台郵便局で借りた 

 歯科の待合室の本を借りた 

 LINEノベルで読んだ 

 進研ゼミのまなびライブラリーで読んだ 

 DMM.com等レンタル 

 会社から支給された 

 もらった 

 誕生日プレゼントで娘からもらった 

 古書購入 

 書店や中古で買った 

 購入 

 書店で購入 

 昔、買って読まなかった本 

 家の本 

 自分が昔買った古い本 

 他市図書館 

 多摩市立図書館 

 帝京大学図書館から借りた 

 

 

 八王子図書館の電子書籍を利用 

 ブックカフェ 

 本屋さんで立読み 

 入院した病院の本 

 登校日の学校の本 

 自分の本を読んだ 

 家族が買って送ってくれた 

 自分で作った 

 著者が新しく出た本を送ってくれた。 

 本当は図書館にてたくさん借りたかった 

 図書館で借りられなかった為 

 図書館は休みだった 

 リサイクルで得た本が多い 

 電子雑誌をレンタル 

 印刷会社勤務なので会社に本が沢山ある 

 注文した本があった 
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⑤ ②で「読んだ」と回答された方は、どのような目的で本を読みましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数回答 

【10才未満】 【10代】 

【20代】 【30代】 

【40代】 

【60代】 【70才以上】 

【50代】 
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【 ⑤読書の目的について「その他」の記述内容 】 

 

 本が好きだから（11件） 

 読み聞かせのため（8件） 

 子どものため（8件） 

 習慣になっているから（6件） 

 おもしろいから（4件） 

 楽しいから（4件） 

 暇だったから（4件） 

 孫のため（2件） 

 通勤時間で（2件） 

 病院の待ち時間で 

 夜中目がさめてしまう、その時 

 子育てのため 

 心の栄養を得る 

 習慣をつける為 

 ゲームばかりやらないため。 

 話題にするため 

 学校の朝読書 

 学校の課題 

 論文準備のため 

 せっかくの家での時間を有意義に過ごすべく、自身が今まで触れなかったジャンルにも挑戦した 

 人生をより豊かにするため 

 持っている資格の更新のため 

 活字がないとさみしい！ 

 心を学ぶため 

 すすめられて 

 いろいろかんがえる 

 ラジオの紹介 

 コンサート、美術館、お香などシュミがすべて中止になって 

 wowwowやスカパー等で見たドラマ（時代劇）の原作を読みたくなって 

 他の人の考え方を知るため 

 興味あることを深くほり下げる 

 友人との読書会の為 

 心を満足させるため 

 本の世界に入れるから 

 とにかく活字を読むのが好き 

 読書欲 

 知識の増加 

 再読したいと思わせる話題に接したため 
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 他者をより理解できるように！ 

 朗読会での資料として 

 生涯学習として 

 地元の歴史を知る為 

 今までより時間の余裕ができ読みたくても読めなかった本をゆっくり読めた。好きな本と今後の活

動に生かせる本を。 

 ずっと前から読みたかった本 

 ライフワークのため（桃太郎研究に大変お世話になり、利用させて頂いております。） 

 読みたくて、でも入手出来なかった。本のない人生は考えられない。 

 健康 

 尊敬する人に学ぶため 

 特に、感染症について知るため 

 日々の生活を楽しくするため 
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⑥－(1) ご自宅でインターネットを利用することはできますか。（使用の可否について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 才 

未満 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70才 

以上 

できる 75 113 73 180 388 367 446 554 

できない 14 6 1 4 15 15 57 251 

未回答 3 1 0 2 0 0 4 13 

合計 92 120 74 186 403 382 507 818 

 

できる できない  未回答 

82%

94%

99%

97%

96%

96%

88%

68%

15%

5%

1%

2%

4%

4%

11%

31%

3%

1%

1%

1%

2%

10才未満

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70才以上

回答 

件数 

（92） 

（120） 

（74） 

（186） 

（403） 

（382） 

（507） 

（818） 
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⑥－(2) ご自宅でインターネットを利用することはできますか。（使用できる機器につい

て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数回答 

【10才未満】 【10代】 

【20代】 【30代】 

【40代】 

【60代】 【70才以上】 

【50代】 
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⑦ ⑥で「できる」と回答された方は、３月～５月の間、次のものを利用しましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数回答 

【10才未満】 【10代】 

【20代】 【30代】 

【40代】 

【60代】 【70才以上】 

【50代】 
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⑧ あなたにとっての「本や読書」、または「図書館」への思いをお聞かせください。 

 

図書館の臨時休館・非常事態宣言・自粛 

10 才未満 

子ども：10歳未満 

休館中も予約していた本を借りる事ができたので、とてもありがたかったです。子

どもが絵本大好きなので、借りられないと大変です。30冊借りる事ができるので助

かります。 

10 才未満 コロナの中、ネット予約、簡単受け渡しができるとよいです 

10 才未満 母より→閉館しているとき、本を借りるのが制限され 困った 

10 才未満 本は大好きなので図書館に自分が行けないのを残念がっています。 

10 才未満 
新たに絵本を借りれずつまらなかったので、開館したらどんどんいろんな絵本を読

みたいと思った。 

10 才未満 

小学 2年生 

10 代 

小学 5年生 

40 代 

お世話になっております。急きょ学校が休みになり、小学２年、５年の子供がいる

為、図書館で本を借りることが出来て、助かりました。緊急事態宣言後、次の日ま

だ図書館が開いていたので、閉館前にもたくさん借りることが出来ました。閉館中

も予約の本を２度程借りにきました。大変な中でも、ありがとうございました。感

謝しております。 いつもありがとうございます。これからも宜しくお願い致しま

す。 

10 才未満 

小学 1年生 

休校期間中、図書館にはたくさんお世話になりました。 

予約は WEBで、貸し出しや返却のみで訪れていましたが、いつも親切に対応してく

ださりありがたかったです。 

これからもたくさん利用させていただきたいと思います。 

ありがとうございます。 

10 才未満 

小学 3年生 
休みの間本をかりられなかったからさみしかったです。 

10 代 
第二波が来て外出制限になったとき、「閉館」ではなく 3 密を避けた形で開館して

欲しい。いつもありがとうございます。 

10 代 

40 代 

今回の自粛期間中は本当に暇だったのと未知のウイルスの不安が大きくて読書す

ることで気がまぎれたりいい気分転換になりました。図書館が閉まっているのが本

当につらかったし残念でした。(借りたい本がいっぱいあったので) 

10 代 

小学 5年生 

40 代 

いつもお世話になっていますが、今回は特にお世話になりました。臨時窓口で予約

の本を貸していただけたこと、再開時に児童書優先で１週間早く貸していただけた

ことなど日野図書館さんの対応は本当にありがたかったです。職員の方々に感謝の

気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 

10 代 

小学５年生 
本が大好きなので、しまっている時は、とてもこまりました 

10 代 

小学 5年生 

学校の課題図書を休校中借りられず残念でした。 本に集中する時間が増えまし

た。 
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10 代 

小学６年生 

自粛中予約でしか借りれなくとてもさみしかったです。また、日野では３０さつも

借りれるのでうれしいです。図書館が始まったのでうれしくおもいます。これから

も図書館をつづけてください。 

10 代 

中学 1年生 
この休みの期間図書館の大切さが分かったような気がした 

10 代 

中学 1年生 

 小さい頃から高幡図書館によく行き、たくさん本を借りてお世話になってきまし

た。多い時には毎週の日曜日に通うほどでした。 

 そんな図書館がコロナウイルスで休館になり、色々な面で図書館の大切さを感じ

ました。 読みたい本があれば、すぐに借りることができ、新たな出会いもある環

境は、私にとって大事な場所なんだと気付くことが出来ました。 

 図書館が再開した今、今まで以上に図書館を利用して本を沢山読もうと思いま

す。  

 今は電子書籍も広まって、図書館に行かなくても本が読めるようになっていま

す。でも図書館には図書館にしかない、良さがあると思うので、これからも図書館

が生活のそばにあってほしいと思います。 

10 代 

高校 2年生 

読書はある種のライフワークなので、図書館の再開をずっと望んでいた。 

高校生にとって読書は割と財布に響く趣味なので、無料で多くの本を読める図書館

の存在は非常にありがたい。 

10 代 

高校 3年生 

普段はブラウジングスペースを利用させていただいています。受験を控えている身

ですので、集中して勉強できるスペースとして活用させていただいていました。ブ

ラウジングスペースが１日でも早く再開してほしく思います。相応の処置を取りな

がらでも構わないですので、検討していただけるとありがたいです。 

20 代 読書が好きなので、図書館はできるだけ閉めないでほしいです…!! 

20 代 

私は子供の頃から本好きで、暇さえあれば知見を広げるためにも本を読むよう心が

けています。 

しかし普段は仕事や私生活に忙しく、図書館で借りても読まずに返却してしまう事

が多々ありました。 

コロナが広がり始めた頃、偶然図書館で予約していた本が手元に届き、結局そのま

ま図書館は長期の臨時休館に入ってしまいました。 

人と会う機会も減り、家で過ごす時間が増え、自然と本と向き合う時間が増えまし

た。 

本は私に寄り添い、時に私を励まし、時に私を慰め、コロナで塞ぎ込みがちになる

心を癒してくれました。 

コロナで大変なこの時期、図書館の職員の皆さんも大変な思いをされていることと

思います。 

どうか無理せず、ご自愛下さい。 
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20 代 

大学に行く途中の電車内で読書をすることが日課でしたが、休校になってからは、

就寝前に読むことが多くなりました。図書館は、たまに本を借りに行く際や、勉強

をする際などに利用しています。勉強できるスペースがもう少し多いと嬉しいで

す。図書館の休館中は本を借りられず、家にあって母が昔読んでいた本などを読ん

でいました。休館になると少しさみしいです。 

20 代 
図書館が利用できなかった間は、手軽に本を読む機会が減った気がします。これで

本屋もやっていなかったらかなり辛かったです。再開して、本当にありがたいです。 

30 代 

通勤中に本を読むのが日課となっており、帰り道に図書館があるためよく利用して

おります。 また子供が４才なので沢山絵本を読ませたいのもよく来る理由の１つ

です。今回、コロナの時は休館になり私・子供と残念でした。このような社会情勢

の時こそ、家で過ごすなど多くなり本が必要なのではと思います。 せめてネット

で予約しその本だけでも借りれるなど今後は対策があるとすごい嬉しいかなと思

います。１つの意見ですが。 

30 代 子どもが読書好きで、休館になる前にたくさん借りて、とても助かりました。 

30 代 
図書館がお休みだと、こんなに不便なんだと思った。たくさんの本から選べるのが

楽しい。 

30 代 

毎週のように子供と図書館に通っていたので、突然の閉館で新しい本が読めなくな

るのは親子共々とても残念でした。気になる本を全て買って読む訳にもいかないの

で、図書館で様々なジャンルの本に出会えるのが日々の楽しみです。子供たちも“自

分の好きそうな本”を見つけるのがとても上手になりました。今後もコロナ等でや

むなく図書館が利用できなくなる状況があるかもしれませんが、できる限り本が借

りられるよう、対策をして対応していただけると嬉しいです。 

30 代 

コロナでの休館中に新しい本を借りられず困ったので、図書館はなくてはならない

ものだと痛感した。冊数は同じでも読むのに時間がかかる長い本の読み聞かせに挑

戦し、子ども達も喜び長時間聞いていられることがわかるよい機会でもあった。 

30 代 

家族皆テレビより本のほうが好きで毎週末図書館へ行きます。なので、自粛期間本

が沢山借りられないのはとてもつらかったです。友人に借りたり本屋さん（啓文堂）

で立ち読みしたりして、しのいでいましたが、図書館の予約図書貸し出しが始まる

までが長かったです。出かける場所もなく、本が楽しみな子どもにとって図書館が

利用できないというのはとても困りました。今は自粛が解けていますが、また、自

粛となったときには、子どもの本だけでも予約して借りられたら嬉しいなと思いま

す。 

30 代 
自粛期間中、予約図書をかしだしていただけてよかった。5 才の子どももたくさん

本をよむ期間となりました。 

30 代 

日々、新型コロナの状況が変わっていく中、図書館の運営をされるのは私の想像以

上の苦労があったと思います。みなさんの努力のおかげで、大変な時期にも本を読

むことが出来ました。「本を読みたい」という思いに最大限の配慮と対応を行ってい

ただき、ありがとうございました。 

30 代 この間、図書館の本にとても助けられました。大変な中、ありがとうございました。 
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30 代 

私にとって本も読書も図書館も、生きていく上で、なくてはならないものです。基

本的に小さな頃から今に至るまで日野市で過ごしてきたので、ずっとひまわり号に

お世話になっていました。本や読書が私にとって身近なものであるのは、そうした

背景があるからだとも思っています。今はインターネットで様々なことを調べられ

ます。本も、紙でなくてもよいと考える方もいらっしゃいます。そういった中でも、

私は、本はウェブやネットの世界とは違った何かを持つものだと信じています。本

には、手触りや手ごたえがあり、文字の印刷されている一頁一頁からは、直に人と

会って話した時に相手の声の中から感じとれる温かみと同じようなものが感じら

れます。 

私は最近、以前より読書ができていません。それでも、書店や図書館には月に何回

も足を運びます。それが私の中ではもはや習慣となってしまっているからであり、

その時間が私の中で非常に膨らみを持ったものだからです。 

そして、図書館は、本が誰でも読める場所であるだけではなく、どんな人にでも開

かれている、地域の中での止まり木のような場所だと私は思っています。 

今回コロナの影響から図書館も一時期閉館となっていましたが、日野市の図書館は

他の市の図書館に比べ、開館していた期間が長かったり、「図書館を開けていよう」

という思いを強く持っていることが伝わってきました。日野市の図書館が、「図書館

が地域に果たしている役割」を突き詰めて考えているのだと改めて実感しました。 

これからも、そんな日野市の図書館にお世話になり続けたいと考えています。今後

ともよろしくお願いいたします。 

30 代 

また感染が拡大しても図書館の予約・受取だけは利用できるとうれしいです。子ど

もが学校も休みで、図書館の本も借りられないという時期はつらかったです。子ど

もにとって「遊び」と「本」はとても大事だと思います。 

30 代 

休館中もリクエストを受付けていただき便利でした。 また、予約した本のみ受取

れる様にしていただき助かりました。 大変な時期に、ご対応いただき、ありがと

うございました。私にとって図書館や本の存在の大きさが、とても好きで、一番長

い趣味だとあらためて感じました。 

30 代 

自粛期間中、豊かに生きることがどういうことか考えさせられました。図書館はい

つもあたりまえにあるものだと思っていたけれど、そうじゃないですね。いつもあ

りがとうございます。 

30 代 図書館が閉まっていると読書量が減る。 

30 代 

ちょうど休館前に多めにお借りできていたので、自粛期間中にたくさん読めてよか

ったです。 小さい子ども用の本もいつもたくさん借りており、大変助かっていま

す。 

30 代 外出自粛中も合間に図書館を開けて頂いたので、助かりました。 

30 代 
「図書館員の本箱」コーナーを毎日楽しみにしていました。また機会があったら職

員の方のおすすめの本を紹介していただけるとうれしいです。 

30 代 
自宅待機期間に読書にずいぶん救われました。 図書館をできる限り開けていただ

き助かりました。 ありがとうございます。 
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30 代 

日野市は出来る限り開館しようとなさっている印象を持て、好感を持てました。

早々と予約開始の対応をなさったり、有難かったです。図書館は、私にとって最も

“市”にある施設の中で身近な所です（市役所は手続きの用がなければ行かないし、

プールは常に泳げないし）。本屋だと手に取るのにためらってしまう本も、図書館だ

からこそ気軽に挑め、自分の視野を広げるのに役立っています。知識や知恵の蓄え

も大切だけど、今回のように人に気軽に会えないこの状況ではメンタルの醸成も重

要…本に助けられました。又、予約者が多いか否かも一種の目安になります（どれ

程魅力的な本なのか）。ただ時間を過ごすだけならスマホ、TV などメディアを通し

ていくらでもやろうと思えばやれる。けど、やはり紙の本は落ち着きます。小・中・

高・大時代にただ図書館をブラブラ歩くだけでも良かったので、市の図書館に行け

なくなって、改めて寂しさを痛感しました。日野市は CD のチョイスもセンスが良

いと思います。特にいやし系（有名曲のアレンジなど）は素晴しいです。これから

も期待しています。本のリクエストは出来るけど、CDのリクエストは出来るのでし

ょうか？ジャニーズは盗難・紛失の恐れがあるから厳しいのかな…。今後も地域の

サポートとして図書館の活動には期待しています！定期的に利用させていただき

たいので、よろしくお願いします。そしていつもきめ細やかなご対応ありがとうご

ざいます。Thank you×××××× 

30 代 

自粛期間が長く、大変でした。手元にある本がそんなになかったので、少しずつ読

んでいました。こんなに長い期間、本を借りっぱなしということは今までにはなか

ったので、長く借りさせていただいて、本当にありがとうございました。「図書館」

とは、小さな頃から通っていた場所です。その大切な場所が閉まってしまって、少

しさみしかったです。でも、本は手元にあり、その本を読めば別の世界へ行くこと

ができる！ リフレッシュや新たな世界を知ることができる存在です。「図書館」と

は、身近で行くと「落ち着くところ」です。また休館してしまったら大変です。休

館中は、「図書館」の灯りがないだけで、とてもまわりが暗く見えました。ここの灯

りがあるだけで、何だか落ち着きます。もう休館することがありませんように！と

思っています。（そうならないように）「読書」とは、小さい頃からの習慣であり、

心が穏やかになる行いです。読んでいる間だけは、どんな事も忘れて別の世界へ連

れて行ってくれる特別な存在です。もし、読書することができなくなったら自分は

どうなってしまうのだろうか？と思ったりもします。想像できませんが…。なくて

も平気な人もいますが、私はなくてはならない物が「本を読むこと」なのです。最

近は、雨も多くあまり出掛けられませんが、本を読むことによっていい時間の過ご

し方ができるのではないかと思います。だから、私はまた本を借りてそんな時間を

過ごせたらいいなと思います。ここの図書館は、たしか久木元歯科クリニックがで

きたころからあるのではないかと。どちらも、子供の頃から行っている所です。そ

して、ファミリーマートも同じ頃からあります。（昔の看板は今と違いますが）長く

お付き合いしている図書館、これからもよろしくお願いします。（こちらに住んでい

るかぎりは、行かせていただきたいです。） 

30 代 
この本を読んでみたいと思った時に図書館を利用できない不便さをつくづく感じ

た。 
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30 代 

自分のための読書はほぼゼロですが、子どもに絵本を読み聞かせすることは多く、

登園自粛で家で子どもと過ごす長い時間、絵本は欠かせませんでした。本屋さんに

行くことも難しく、かといってクチコミだけを頼りにネット通販で絵本を買う気に

もなれず、早く色々な絵本をたくさん気軽に読める図書館が再開してくれたら…と

思っていました。家にひきこもりの時間を、TVや動画を見せるのも嫌で、絵本に触

れる機会は増えたように思います。自分が小さい頃から知っている絵本は、やはり

子どもも食いつきが良く、名作の色あせない魅力を感じました。 

今日、2、3ヶ月ぶりに図書館へ行き、絵本を借りました。なるべく短時間の滞在で

…と思うとじっくり選ぶことも難しかったですが、子どもは夢中になって読んでく

れました。福袋みたいに、何かのテーマに合わせて何冊かセットして、まとめて貸

し出し…みたいなことができたら、短時間の滞在で、かつ知らなかった絵本にも出

会えるのでは…と思います。 

30 代 ・自粛期間中せっかく時間があったのでたくさん本を借りたかった 

30 代 

子どもを連れて行ける場所(図書館、児童館、公園の遊具、読み聞かせ、その他親子

のイベント)が次々となくなり、外出自粛で改めて一緒に子育てをしてもらってい

た大切な地域の居場所なのだと感じました。新しい決まりを子どもに教えながら、

また親子でお世話になりたいです。 

30 代 

自粛期間中、図書館が臨時窓口が開いている間にたくさん本を予約して、借りるこ

とが出来ました。 

我が家は図書館が近所で子どもたちも本が大好きで、かなりの頻度で通わせて頂い

ています。本に触れることは日常で当たり前のことなので、とてもありがたい存在

です。ありがとうございます。 

30 代 

今回の休館で、必要な資料を必要な時に、気軽に利用できる環境のありがたみを痛

感しました。 

私にとって図書館は、幼い頃から生活の一部でした。 

だから、図書館が長期間休館になるなんて、考えたことがありませんでした。 

仕事で他市の図書館をよく利用していますが、そちらもコロナ対応で大変そうで

す。 

そのような状態の中、多くの方のお力により開館が再開したことに、とても感謝し

ています。 

早くコロナが終息して、これまでのように様々な図書に出会える空間が戻ってくる

ことを心待ちにしています。 

40 代 
通勤時に読む本、勉強したい時の本を借りるのに便利。開いていない期間は困りま

した。 

40 代 

自粛期間に入ってもギリギリまで開館してくれていたり、予約した本を受けとらせ

ていただいたり、できるだけ本を読める環境をつくっていただけたことがとても有

難かったです。ありがとうございました。 
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40 代 

子供達の興味を深めたり広げたりするのに日々利用させて頂いた図書館が閉館し

ている間、子供達も私も行きたくてウズウズしていました。開けていただけて嬉し

い反面、職員の方々の不安を一滴も残さないで開館していただけたら、もっともっ

と嬉しいです。 

40 代 
定期的に図書館を利用していたので、休館は新しい本が読めず（書店も休みだった

ので）寂しかったです。再会した時には、すぐ予約して借りました。 

40 代 

３～５月までの間、他の地域では図書館の臨時閉館がある中で、日野市の図書館で

は頑張って開けて下さって有難かったです。 自宅で過ごさなければならない時も

助かりました。 

40 代 

休館中、ホームページも閉じられていました。「予約待ち」の本が届かないのは仕方

がないとしても、予約は入れさせてもらいたかったです。貸出可能の状態であれば、

用意していただきたかったです。ふだんより時間がかかってもよいので… 

40 代 資料を収集しても提供できなければ図書館ではないのでは 

40 代 

いろいろ読んでみたい本もあるが経済的にすべてを買うのは無理なため、気軽に無

料でかりれるのはありがたい。図書館でかりて、とても気に入りいつも手元におい

ておきたい本は買うので出版社にも、ごめいわくはかかってないと思います。休館

になり、ありがたみを改めて感じました。 

40 代 
本は大好きでよく読みます。自しゅく期間の時もできれば（予約したものだけでも

…）貸出等…して欲しかったです。 

40 代 

気軽にたくさんの本を読めて助かっています。同じ本をみんなで共有してとても効

率的なシステムだと思います。緊急事態宣言のような時でも予約した本は窓口で貸

すなどして頂ければ、自しゅくも気分がまぎれてよかったかなと思いました。 

40 代 
新しいジャンルの本を発見できて、自分の世界が広がる。休館していた時はつらか

った。 

40 代 
長らく休館でさみしかったです。かりた本がずっと家にあって、変な感じに思い、

又新しい本が来ていても受け取りがはばかられ予約が出来ずさみしかったです。 

40 代 

日野市立図書館は他の自治体とくらべ休館期間が短かった為大変助かりました。

「予約本のみ利用可」でも有難かったです。第二波が来ても「予約本は受取できる」

体制などでできるだけ休館しないで頂けるとたすかります。 

40 代 コロナで図書館が長い休館の時は、今こそやってほしいのになと思いました。 

40 代 
休館中、予約の本だけでも貸し出しして頂けてありがたかったです。特に小説、料

理本、絵本は助かりました。 

40 代 仕事で読み聞かせを行っているので、借りられず不便だった。 

40 代 私の本棚。休館中は辛かったです。 

40 代 
図書館が開いていない期間、とてもものたりなく、図書館が生活に必要だというこ

とを改めて感じました。 
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40 代 

自分にとって一番好きな場所である図書館が休館している間、そわそわしている自

分がいました。本が読みたいということもそうですが、本に触れている時間が減っ

てしまうことに恐怖すら感じました。ボランティアでずっと読み聞かせをしていま

すが、子供たちとの読み聞かせの時間もなくなってしまったり、残念な気持ちでい

ました。本に残存するウイルスも０（ゼロ）ではないので、勤め先の保育園では本

も除菌しています。手軽に、気楽に手に出来るはずのものが、ピリピリしながら手

にしなくてはいけない状況。少しずつ、開館されたり、本にまた親しめる環境が整

いつつあります。休館中、図書館を守って下さった全ての方に感謝したいです。そ

して、一ページ一ページ、大切に、手に取れる喜びを感じながら本とふれあってい

けたらと思っています。普段から読書量は多い方ですが、休校中に将棋に目覚めた

息子の影響で将棋に関する書籍も沢山読みました（息子と対戦してもまだ負けてま

すが…）。一日も早く収束しますように… 

40 代 

子どもの休校、夫の在宅勤務で家事の負担が増えましたが、自分のための本を読む

時間は大切にしたいと思っています。様々なジャンルの本が手軽に読める図書館の

存在は、私にとってなくてはならないものだということが、今回の臨時閉館でよく

わかりました。これからもお世話になります。いつもありがとうございます。 

40 代 
今回のように図書館を開館してほしいです。ウィルス感染防止対策は大変で多岐に

わたると思いますが、引き続き１日でも多く開館できるようお願いします。 

40 代 

図書館は私にとって自分の本棚のように思っている場所です（図々しくてすみませ

ん）。経済的にも場所的にもそんなには買えないので、本が好きな私にとっては宝箱

のようなものなので、お休みの間は困って何度もホームページを見ていつ開くかと

思っていました。幸い日野図書館は閉まる時期が大きい所より遅かったのでたくさ

ん貸りていたので助かりました。休みの間は自分の本棚を見直したり家族（自分の

好みとちがう）の本を読んだりと新しい出逢いもあり良かったのですが。そんなに

ハイペースで難しい本を読んでいるのではないですが本がないとおちつかないよ

うな所があり、図書館のおかげで沢山の本に出会えています。これからもお世話に

なります。よろしくお願いします。消毒や感染対策などありがとうございます。中

に入れない時期でも予約で貸りられるのは良かったです。（パスワードが分からな

くなり、電話でしか予約できないのが困りました）色々書いてすみません。これか

らもよろしくお願いします。 

40 代 

自粛期間中は、これまでにないペースで本を読みました。休館期間もありましたが、

他市と比べて大変良心的な対応をしてくださったと思います。ありがとうございま

した。今後ともよろしくお願いいたします。 

40 代 

緊急事態宣言が出されて、一番つらかったことは、図書館が完全休館になってしま

ったことでした。コロナ以前は週２回ほど利用していて、自宅にはいつも図書館で

借りてきた本が数冊あるのが当たり前と思っていました。が、完全休館になり、本

を読みたくとも入手できない状態がつづき、はじめて図書館のありがたみを強く感

じました。本を読むとは新しい世界を知ることであり、知的好奇心を満たしてくれ

る素晴らしい手段です。図書館は無償で本を提供して下さり本当にうれしく思いま

す。今後もますますの発展、充実を期待しています。 
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40 代 

図書館で借りた本を毎晩子どもに読みきかせています。臨時休館の間、新規の貸出

がなく読みきかせも十分にできなくなり、図書館のありがたみを改めて感じまし

た。保育園の頃からもう５年ぐらい利用させて頂いています。はじめは幼児向けの

絵本、今は少し字の大きい児童書と読む本も当然変わってきていますが、インター

ネット予約のお陰でどんどん新しい本に出会うことができ、飽きることなく本に親

しめています。身近にこうした素晴しい図書館があること、そして図書館で働いて

いらっしゃる方に心から感謝します。 

40 代 

日野市は、八王子市や三鷹市、武蔵野市よりも柔軟？なためか、多少とは言え貸出

を受けられて助かりました。３月から一斉休館で貸出対応をしていないところが多

く、勉強、研究が進捗せず、参りました。（参ってました） 

40 代 

本は気分転換や、家にいながら広い世界を知るために必要なものです。図書館は自

分の本棚のように(勝手に)思ってひんぱんに利用していたのでコロナで利用でき

なかった際は非常に困り、活字に本に飢えました。 

子供に本を読ませたくて通販で本を購入しましたが、同じことを考えている人が多

いのと生活必需品優先のためか売り切れ又は購入不可なサイトが多くて本が読め

ずとても淋しい思いをしました。又図書館が再開されてとても嬉しいです。 

40 代 

自分が子供の頃は田舎暮らしで、近くに図書館はありませんでした。百草に引っこ

して来てから 16 年目。百草図書館にとてもお世話になっています。図書館が近く

にあるって、こんなに素晴らしい事なんだと実感しています。家族がそれぞれたく

さんの本を毎週？数日に１回かな？借りています。 

自分の子供の頃とつい重ねてしまいますが、本が好きな時に好きな分だけ借りられ

る。（家族で利用していると貸出 MAX！予約 MAX！がしょっちゅうです（汗）どんだ

け（笑））こんな幸せなことはありません😊といつも思っていますので、コロナで

閉館中は完全に図書館ロス（；∀；)でした（泣）苦しかったですぅ。図書館のある

暮らしが、どれだけ素晴らしいか（２回目）痛感しました☆彡 いつも本当にあり

がとうございます😊 これからも利用し続けますので、よろしくお願いいたしま

す。汚字で失礼いたしました。 

40 代 

図書館は必要な情報を得るのと同時に、「人」との「交流の場」でもある、と考えて

います。感染拡大防止という事は理解できましたが、やはり長期の閉館（休館）に

は困惑せざるを得ませんでした。 
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40 代 

小３と年少の子供と一緒に利用しています。おはなし会の日に参加しながら、児童

書コーナーで本を読んだり借りたりしていました。日野市の他に多摩市、府中市、

稲城市の図書館を利用していて、週に一回くらいのペースでそのように過ごすのは

私たち親子にとって大切な時間でした。なので、この度の休館中はとてもつらかっ

たです。そんな状況の中で、4 市のうち、日野市の図書館の対応は素晴らしいと感

じました。ぎりぎりのところまで開館して、臨時窓口での業務も続けてくださり、

休館中の予約再開も、貸し出しも早く、また児童書を優先していただけたのも嬉し

かったです。新型コロナは怖いですが、ただちに閉鎖とするのではなく、利用者の

ことを人として思いやった対応に感動しました。職員の皆さんのリスクや負担も大

きいかと思いますが、心から感謝しています。ありがとうございます。この状況が

どれほど続くのか分かりませんが、また以前のように館内で子供と一緒に本を選ん

だり読んだり、おはなし会も再開されるのを楽しみに待っています。最後にひとつ、

要望です。今後また、通常の開館が難しくなった場合には、おたのしみ袋のような

形で貸し出してくださると嬉しいです。幼児、低学年、中学年…など、年齢別に何

冊かおすすめの本をセットにして用意していただければ短時間で借りられてよい

のではないかと思います。自分では選ばないような本との出会いも楽しいです。よ

ろしくお願いします。 

40 代 
本当はもっと読みたかったが、図書館へ行けず、かえっていつもより読めなかった。 

図書館は生活にはなくてはならないものです。 

40 代 

日野出身の八王子市在住です。八王子の図書館は自粛期間リクエストしかあつかっ

ていなかったので日野の図書館の存在がとてもありがたかったです。 大変だと思

いますが、がんばって下さい。 

40 代 

急に図書館が利用できなくなり、想像以上に辛いものでした。沢山の本棚の本から、

無料にそして気軽に手に取る事が出来る図書館の存在のありがたさ、また大事にし

ていきたい気持ちを持つ様になりました。 

40 代 

いつも図書館で本を借りてよんでいるので（親子ともに）休館でしばらく本を選ん

だりできず、不便でした。 日常になっていたので、図書館がないという生活を考

えたことがないことに今回の自粛生活で気付きました。生きるのに必須ではないけ

れど、毎日を豊かにすごすのに必要な所だと思いました。滞在５ｍ（分）以内、人

数制限ありでもいいので休まずやってもらえたらと思いました。 

40 代 

子供時代は、非常に多くの本を読み、人からより本から学ぶことの方が多かった様

に思います。図書館は無くてはならない場所でした。子供達もまた、よく本を読ん

でいます。休館になった時は悲しかったです。 

40 代 
・休館中、不自由な思いをしました。 

・他市よりも早めに開いてもらい助かりました。 

40 代 
生活（人生）になくてはならないものです。今回の図書館休館はとても寂しかった

です。 

40 代 
自粛期間も本を借りることができてとても助かりました。ありがとうございまし

た、 
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40 代 

読書が大好きで図書館が大好きです。図書館が閉まるのは本当に困ります。図書館

や美術館や博物館は、最後まで国民を受け入れる役割がある場所だと以前教えても

らいました。苦しい世でも、芸術や書物に触れ続けるチャンスを奪わないでもらえ

たらと願います。 

40 代 

未知の流行病が世界中で蔓延し、この先誰にもどのようになって行くのかわからな

い中、とにかく個人で気を付けること、出来ることをするという事しかなかったと

思いますが、そんな中、自宅でできる新たな事をそれぞれ発見し、新たな生活にな

っていったような気がします。時間ができたので、本でも読みたい…と思っても、

皮肉なことにどこも自粛であり、借りる事ができないという状況。できれば貸し出

しだけでも対応してもらえたら良かったナーと思います。又、自粛解除直後、図書

の貸し出し、返却のみの対応が数日あり、翌週より本格対応という状況がありまし

た。たまたま予約していた本が届いたと連絡があった為、取りに行く時に一緒にリ

クエストカードを持って行ったのですが「貸し出し、返却のみの対応なので来週来

てください」と言われ、受け取ってもらえませんでした。三密を避ける－という意

味でも、またお互い二度手間になり、一回の受け付けで済む事からも、もう少し臨

機応変な対応をして頂きたいと思いました。 

40 代 

どのジャンルでも気になったときにすぐに手に取れる図書館は本当に貴重です 

今回閉館になった際改めて感じました 沢山の対策ありがとうございます 子供

も沢山の知識を得ることが出来ています 

40 代 図書館の本で読書しているので使えなくなると読書することができなくなります。 

40 代 

ほぼ、毎週 1回は図書館にかよっているので、この休館期間はとても寂しいかった

です。 

今後また、外出自粛等になった場合でも本が借りれるような仕組み（セルフ貸し出

し等）が出来ると嬉しいです。 

40 代 

私にとって本は、色々な場所に連れていってくれたり、人情の機微を教えてくれる

大切な友であり、師でもあります。 

    様々な作家、ジャンルに触れることができるのは図書館の強みだと思います。

大好きな本に囲まれて、ワクワクする場所です。仕方がないことですが、自粛期間

の閉館はとても寂しかったです。 

40 代 

絶対必要です。最後まで開けていて下さって助かりました。休館中は仕方なくブッ

クオフで買いました。今しか読めない、じっくり取り組める本を読めて充実した読

書生活を送れました。まだまだ読みます。 

40 代 

他の市区町村図書館が閉館されて以降も、可能な範囲で図書館を開けてくださり、

ありがとうございました。ご尽力に感謝いたします。 

さすが日野市立図書館、?！ 
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40 代 

子どもたちが休校の間はほとんど本が読めませんでした。時間も無く、また、本を

読む気持ちの余裕もありませんでした。 

感染症による心配な状況は変わりませんが、子どもたちが徐々に登校再開になる

中、やっと本を読んで気分転換をする気持ちになっています。 

嬉しいです。 

逆に子どもたちは休校中、読書に飢えていました。日頃、図書館にいかにお世話に

なっているか…有り難みを非常に感じました。予約開始になるとさっそく大量に予

約して取り寄せ、読んでいました。ありがとうございました! 

40 代 

自由に図書館で本が借りれるのが当たり前と思っていたので、借りれなくなったら

一気に読書サイクルが崩れた。 

返却期限守るためにも読まなければ、と追い込んで読んでたが、期限が無いとダラ

ダラ違うことをやってしまう。 

感染の恐れがありそうで、通勤中に何かを読むという気分も無くなった。 

図書館に自由に出入り出来て時間拘束も無く、休憩がてら雑誌を読んで帰ろう、と

いうことも出来ないのが残念。 

40 代 

幼少のころから本を読むことで、新たな発見をするだけでなく、本の世界に入り込

み心を安らかにする存在でした。そのため、新型コロナウィルス流行までは、図書

館で本が自由に読めなくなるとは思いもよらなかったです。ただ、今回図書館にい

けない残念なことはありましたが、家でゆっくり時間を過ごせる読書の素晴らしさ

をあらためて実感し、親が本好きに育ててくれたことに感謝する日々でもありまし

た。感染のリスクのあるなか、図書館の維持に当たって下さった方に感謝します 

40 代 

私にとって、本はなくてはならないものです。 

今回、コロナの影響でしかたがないとは思いますが、図書館が閉鎖されたのは、と

ても生活上支障が出ました。 

第２波、第３波が来ても、感染症対策をしっかり取り、図書館内での本の閲覧と滞

在はなくても大丈夫なので、本の予約と貸し出し、返却は続けていただきたく、切

に希望します。とても困りましたので…。 

40 代 

本を読むことは日常生活の一部です。その流れで、図書館はいつもそこにある存在

だとかんがえていましたが、今回のことでそうではないのだ、ということを感じま

した。ほかの市が早い段階で閉館するなか、ギリギリまで開館してくれたために読

みたいと思う本を選んで借りることができその本を読みながら緊急事態を乗り越

えることができました。 

今後の動向によってはまた自由に図書館に行けない生活になるかもしれませんが、

図書館は自由に生活ができるということの象徴なのだ、ということをかんがえつつ

生活していきたいと思います。 

40 代 

私にとって本や読書は日常生活の一部です。活字に触れない日はほとんどありませ

ん。また、私にとって図書館は必要な情報を収集するために必要不可欠な施設です。

今回の自粛期間中、図書館の利用ができずとても不便でしたが、今まで図書館にと

てもお世話になっていたことを痛感しました。これからも重要な社会インフラとし

て図書館の価値が高まると思います。 
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40 代 

老後は図書館の近くに住みたいと思っているほど、図書館が好きです。私にとって

読書は気分転換のためであったり、色んな知識をつけるためであったりします。何

か困ったことがあると、まず図書館に参考になる本がないか検索し、たくさん借り

てじっくり読みます。友達にすすめられた本も予約して借り、後で感想を言い合っ

たりもしています。昔懐かしい曲の CDを借りたり、料理本を借りて知識を得たり、

物語を読んでその世界にのめり込んで現実逃避してみたり、ダイエット本を借りて

チャレンジしてみたり。無料でこんなに知識を得られるなんて、図書館の存在は本

当にありがたいです。自粛中のときこそ図書館の出番なのに、借りられない期間が

あったのは悲しかったです。 

40 代 
お隣多摩市では完全閉館でした．日野市大変な時期に貸し出し等業務ありがとうご

ざいます．あと新聞はもう置かなくてよいのでは？ 

40 代 

いつも、いつでも図書館があることが、幼い頃から当たり前の生活を送ってきまし

た。 今回の自粛生活で、図書館が利用できず、あらためて図書館のありがたさを

感じました。 私たちにとっても、子どもにとっても、とても、たいせつな場所で

す。 

40 代 

外出自粛中も既に予約した本を図書館で受け取れたのは良かった。 新しく予約で

きないのは大変悲しかった。本屋にも買いに外出しにくい中、図書館は市民の心の

健康のために開いていてほしかった。 

40 代 

図書館が休館になり、改めて私にとってなくてはならない場所だと強く思いまし

た。休館中にタブレットで電子図書を読んでみたりしましたが、40歳の私には合わ

ず、紙の本を手に取って読みたいという思いが強くなるばかりでした。主に私にと

って本は娯楽で、替わりになるものはありません。そして情報源という点において

も、インターネットの情報あふれる世界では自分の知りたいことを見失いがちでし

た。図書館が再開し、ひまわり号の姿をみたとき心底ほっとしました。 

40 代 

 今回、本が借りられなくなった時に、市立図書館の有り難さを痛感しました。小

説、趣味の本、仕事につかうパソコンのマニュアル、これらを毎回購入するのは極

めて無理がありました。 

 国会図書館も使うのですが、そちらも閉鎖していて、不要不急ではないとはいえ

業務上困りました。 

 ネットには多種多様な情報が溢れていますが、全てが正しいものではありませ

ん。重要書籍がそろい、必要なときに正しい知識を補完できる図書館は偉大です。 

 図書館の存在とそれに関わる皆様、行政に深く感謝いたします。 

40 代 

色々な分野の本、書店にない本などが気軽に利用できるのでとてもありがたい。何

気なく眺めていても興味を引く本を見つけることがあるので、臨時休館の時期は寂

しい気がした。 

40 代 

図書館はいつもそこにあることが普通でしたが今回の自粛で図書館が閉館してし

まい、大事になったのだと改めて思いました。 

いつも通りでよいですので図書館は普通に開館していて欲しいものです。 
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40 代 

図書館は定期的に本を借りにお世話になっているので、今回長い間利用できなくな

り、本当に必要な場所だったことを思い知らされました。スタッフの方は感染対策

など大変かと思いますが、無理ないよう頑張って下さい。 

40 代 

10 才未満 2

才、3才 

今回の自粛中、手をはなしたい時はテレビ等を使うしかなく、一方通行のメディア

だけでなく、本をかりっぱなしにさせて頂けたことで、よみきかせで親子でコミュ

ニケーションをとる時間をもてました。子供は同じ本を何回も何回もよんだ上で新

しい本も楽しみにしているので、閉館期間中はつらかったですが、（途中から予約入

力もできなくなり）あらためて、図書館が生活の一部だったことを感じました。２

才と３才のうちの子供たちの本を読む量はすごいので、気にいったからと買ってい

たら大変なことになります。リサイクル図書で頂いたもの、かりたものを、フル活

用で、なんとかのりきった感じでした。新しい本もよんでみるまでは、気に入るか

どうかもわかりませんし、図書館で好きなだけ好きな本、読んでみたい本を読める

ことは幸せだと思いました。 

50 代 本を借りられなくて不便でした。返却箱を駅付近にも設置してほしい。 

50 代 
借りなくとも、図書館に来て色々な本を手に取るだけでもほっとできる場所なの

で、閉館の間、気持ちがふさがるようでした。開いてくれて嬉しいです。 

50 代 

自粛の時はとくに時間ができるのに図書館が閉館になってしまったのは残念だっ

た。 声を発しない図書館は感染リスクは低いと考えられる。 非常時こそ、各公

共施設が果たすべき役割をしっかり考えたうえで使用できるようにすべき。 

50 代 
臨時休館中も、一回予約してかりた。その後、予約もできなくて困った。 予約＋

とりにいく はつづけてほしかった。 

50 代 
近所のため気軽に本を借りることができて便利です。外出自粛中図書館が休館の時

は本屋さんで久々本を買いました。 

50 代 
感染の可能性があるので図書館の本は借りなかった。それまでは買うことはなく借

りてばかりだった。 

50 代 
外出自粛の前に本を返却してたので、本を読みたかったです。借りれる・15分でも

入館できる制度があれば良かったです。 

50 代 

自粛期間中、図書館が閉館して、本が借りられずに大変困った。オンライン予約で

貸出していたと思うが、引っ越してきたばかりで図書館カードを作っていなかった

ので借りることができなかった。 

50 代 自粛期間中、図書館が利用できずこたえた。本が読めないのが１番つらかった。 

50 代 
休館となり、あらためて本・図書館の大切さを再認識しました。早めの再開ありが

とうございます。 

50 代 

いつもお世話様です。今回のコロナ禍、４月上旬までぎり開館してくださったこと

とリクエスト本への対処など感謝致します。自粛期間こそ本を読みたかったので、

全くの閉館は最小限にとどめて下さりありがたかったです。今後もみんなで協力し

て何とかコロナ禍期間を乗り切りたいですね。なるべく HP からリクエストして、

図書館の滞在時間は 15～20 分にとどめる、返却本はポストへ。児童書などに使わ

れる紫外線を使用する。１～２ｈなど机の上での学習などは禁じる。すでに対策を

とられていると思いますがよろしくお願いします。 
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50 代 

いつでも手元に本が有って欲しい。 タップリ時間が有る生活ではないけれど、少

しでも時間が有ればむさぼりたいです。購入すると邪魔なので休館はこたえまし

た。 

50 代 
図書館では、昔の本から最新の本まで読むことができるので大変助かります。新型

コロナ流行時にも臨時窓口で貸し出していただいて感謝しています。 

50 代 

今回図書館が長期休館に入る前にたまたま新しく借り入れをしていたので休館中

にゆっくり楽しむことができました。しかし、全面休館になり、自分で書棚から選

ぶことができなくなったのは残念なことでした。書棚を見ていると、思いがけない

本との出会いがあり、背表紙が浮き上がってくるように、私に「読んでごらん」と

語りかけてくる本があるのです。いつも本を美しく整えて下さっている図書館職員

の方に感謝しながら今後も利用させていただきます。図書館でのお仕事あこがれて

います。竹内真さん「図書館のキリギリス」シリーズ今回の休館中読めてよかった。

みなさまお身体にお気をつけて頑張りましょう！ 

※「図書館」で特集やって下さい！！ 

50 代 

図書館の再開うれしかったです。こんな時こそ本と思ったら閉まってとても残念で

したが、色々情報も出してくれて感謝です。 日野の図書館はとてもがんばってい

て、流石発祥の地ですね。 ただ、ベストセラーがたくさん入っていて私も喜んで

利用しているのですが、本が売れない。という話を聞くと、このままでいいのかな

とも思います。（借りた分だけ著作権のようなものを払うとか？） 

50 代 
もう少し早く開館してほしかった。又移動図書ひまわりの事もあまり知らなかっ

た。全館休館ではなく一部開館などしてほしかった。 

50 代 
本や読書は私の心の安定になくてはならないものです。 こんな時こそ、図書館は

大事な場所でしたが、臨時休館もしかたのない事だと思っています。 

50 代 

閉館中は寂しかったです。普段は読まない作家さんの本も手に取ってみて試し読み

ができる心の憩いの場です。職員の方々も感染予防でご多忙かと思いますがおから

だに気を付けてください。 

50 代 

・読書が気軽に出来て、本から様々な事を学べ、図書館は無くてはならない存在で

す。 

・ホームページから検索出来る事がとても便利です。 

・図書館が臨時休館になった事で改めて図書館・本が身近にある事のありがたさを

感じました。いつもありがとうございます。 

50 代 
自粛直前に予約しておいたおかげで読めました。自粛中も予約可能で窓口受取して

ほしかったです。 

50 代 

50代も半ばの準高齢者ですが、就学前からひまわり号に親しんで育ってきた市民で

す。昭和天皇が亡くなっても、福島の原子炉がメルトダウンを起こしても図書館は

利用できました。その図書館がずっと閉まっている。こんな光景を見る日が来ると

は思ってもいませんでした。衝撃的でした。 
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50 代 

本は図書館でかりる以外には入手できないので、図書館の利用ができなくなると大

変困ります。３月～５月の間は、ためておいた新聞を読み返していました。図書館

が再開されて心からうれしいです。今後再び閉鎖されることのないことを希望しま

す。 

50 代 外出自粛中に本を読みたかったが図書館が閉館の為読めませんでした。 

50 代 
今後、自粛期間中でも予約が出来るようにしてほしい。そして配布場所が限定され

ても貸し出しが出来るようにして頂けるとありがたいです 

50 代 
仕事も自宅待機だったので、図書館が使用出来なかったのは、本当に辛かったです。

本大好きなので。 

50 代 

図書館が長期間閉まって利用できないということが、こんなにも不便だとは思わな

かった。 

コロナの件で、図書館の利用ができなくなるのを知ったのが急だったので、もう少

しお知らせに余裕があったらなと思った。 

50 代 

いつもお世話になっております。図書館で新聞や雑誌を読んだり、本を借りること

は生活の一部になっていましたので、休館中は慣れるまで苦痛でした。ひなちゃん

やコボちゃんを読めないのも淋しかったです。お借りした本も底をつき、その後は

パソコンのゲームにはまってしまい、不健康な日々を送ってしまいました。図書館

が再開され、また本をお借りすることが出来るようになり、やはりこの生活が良い

なとつくづく思います。本を読んでいる時間は充実しています。これからも、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

50 代 

図書館は市民にとってとても大切な場所だと思います。 

本は、知識を広げ、視野を広めてくれます。 

自粛期間に予約図書が受け取れて、本当に助かりました。 

60 代 

今回、図書館の休館でやむをえない事と受け止めました。しばらくの間は、自宅に

ある買ったままの”積ん読”状態だった本を読む機会だし、新聞なども時間をかけ

て読もうと思いました。そうは思っても、図書館が再びオープンすれば、私は又、

嬉しくて通い続けるでしょう。往復 40 分程ゆっくり歩き、どんな本に出合えるか

といつも楽しみな時間なのです。いつも優しく対応して下さる職員の皆様のご健康

を祈りつつ、これからも宜しくお願い致します。 

60 代 
図書館へ行くのが習慣になっているのでしまっている時期は残念でした。日野は本

屋がないのでちょっと週刊誌をみるのに図書館がしまっているのは不便でした。 

60 代 
図書館が閉まっている間は読みたい本がなかなか読めずストレスがたまりました。 

図書館の大切さをしみじみ感じました。 

60 代 

緊急事態宣言中も（現在も）今までと変わりなく毎日仕事に行き、感染予防に気を

使う日々に、気楽に読める（見られる）本は、気分転換に大変役立ちました。ホー

ムページで職員の方々の本の紹介も興味深く拝見し読んでみたい本も増えました。

ありがとうございました。 

60 代 「本や読書」大切な、かけがえのないもの 「図書館」閉館中は寂しかった 

60 代 活字中毒なのでコロナの時も開けてほしかった。 
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60 代 

生活の一部。絶対になくなってはいけない。もっと英会話関係の本（CD）付き、を

増やしてほしい。 

図書館が休館中は本を借りることができなかったから。とても不便で淋しかった。 

60 代 
外出もできないこういう時こそ図書館をあけて欲しいと思いました。欠かさず図書

館の本を借りて読んでいますので今回の休館は残念でした。 

60 代 
本を買って読む事が難しい為、ほとんど日野市立図書館で借りて読んでいる。長期

休館は非常に困る。 

60 代 
書店、図書館へ行けず（利用できず）、必要な時・読みたい時に自由に本を手に取れ

ないのは非常に不便でした。 あらためて書店・図書館のありがたさを感じました。 

60 代 
図書館は、静かに利用すれば外出自しゅくでも、家で読んだり、普段忙しくて読め

なかった本も時間ができて読めたらうれしいと思った。 

60 代 やはり図書館が長く休館するとつらい。 

60 代 
知の集積地、未来への方針を示唆する場所。いつもそこにあると思っていたのに、

突然なくなってとても困った。 

60 代 

図書館があいてなく、本当に困った。知りたいことが調べられず読みたい本を読め

ず、予約できず、おおげさだがちっ息しそうな感じだった。空気のようにあたりま

えに図書館の存在があったから。本当に「知の宝庫」図書館をこれからもたいせつ

にしていきたい。図書館には人と本を結ぶ司書がたくさんいてだれもがいつでも、

読みたい本を読めて（借りられて）お年寄りも小さな子どももかよってこられる範

囲に（近くに）図書館がある。一人ひとりが自由に読みたい本を読み、借りられ、

返却でき、調べものができ、検索ができるよう、一人ひとりのプライバシーが守ら

れている図書館。以上が私の理想の図書館です。 

60 代 
今回のことで、図書館はとても大事なのだと痛感し、本のかけがえのなさを思いま

した。 

60 代 

現実からワープする時間（逃避という意味ではない）と感情が得られる。臨時休館

中も予約分の貸し出しがありとてもありがたかった（その分完全休館は残念だっ

た）。さすが日野市の図書館だと！！いつもありがとうございます。 

60 代 市立図書館閉館中、あらためて図書館のありがたさがわかりました。 

60 代 

絶対に必要なものです。新刊だけでなく、かなり古い本も在庫してくれている図書

館のありがたさが、今回のコロナ禍で身にしみました。ステキな高幡図書館の近所

に住めてしあわせです！ 

60 代 
日野の図書館は東京都の中でも本のかし出しをぎりぎり遅くまでやっていたと思

います。全面でなく工夫してかし出しいただけると嬉しいです。 

60 代 
日野市の図書館は他市の図書館より休館期間が比較的短いと感じた。リクエストの

本なども借りられ、読めたことはありがたかった。 

60 代 
楽しみのために読んでいます。情報を得て、休館前に 14 冊借りられたので良かっ

たですが、知らずにいたら、休館中は本が借りられず、淋しかったと思います。 
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60 代 

家で落ち着いて出来ない読書・インターネット・勉強なども図書館では集中して出

来るので自粛の間気分が不安定になり落ち着かなかった。又図書館長期休館決定当

日に偶然図書館に行ったので 20 冊以上借りることが出来読む本がなくなることが

なかったのでギリギリでホッとしました。図書館がクローズすると気分が不安定に

なるのでコロナでもオープンしていれることができるよう知恵をしぼって利用者

側としても協力・努力していきたいです。 

60 代 

図書館や本は、無くてはならぬものですね。閉館されている時間は、とても長く感

じました。開けて戴いてありがたいです。 

※ただ、椅子はとっぱらってしまってもよいのではないでしょうか。 

60 代 

４才の孫に絵本をたくさん読んでやりますが閉館して本当に困りました。あいてい

ることが当たり前と思っていましたが、とても貴重なことなのだと思いました。休

館中は借りてあった 18冊の絵本を繰り返し読んでやりました。 

60 代 

読みたいと思った本は新刊旧刊とも基本図書館を利用させていただいています。で

すからこの図書館休館期間は新たなリクエストができず、とりあえず借りている本

や家にある本でしのぎましたが、これがもっと長かったら辛いものになったと思い

ます。コロナ避難で、ずっと滞在していた孫たちに読み聞かせしたい絵本は特に！

多くの家庭で、休校休園で家にいる子どもたちに、本当は必要だったのではないで

しょうか。リクエストすればすぐに準備してくださる図書館は私の読書生活にはな

くてはならない存在です。いつもありがたく思っています。移動図書館の歴史とい

い、日野の図書館活動はとても優れています。これからもより使いやすい、役立つ

図書館づくりをお願いします。欲を言えば、まんがも揃えていただけならなあと思

います。まんがが原作のドラマが多いのにはあまりに多すぎると思いはしますが、

それによってまんがの質の高さを感じることも多いです。 

60 代 

（３）減った：気分が良くなる本がなかなかみつけられなかったので 

長い間、休館とてもさびしかった。しかたない事ですが、やはり本が好きですので、

家にあった本を読み返しましたが、ものたりなさがあり、文庫本を買いました。こ

れからもどんどん利用します。感染に気をつかっていただいてどうもありがとう。 

60 代 

図書館を休まないで下さい。（入場予約なり）手段をとって（人数制限なり）開けて

ください。読書は生活の一部です。日野市に転居する際も、図書館の近くというこ

とで今の住まいにしました。本を自由に読めないなんて苦痛でした。昔から「本の

虫」でした。今は毎日仕事に行っていますが、今後、仕事をやめる日がきます。そ

うしたら、図書館通いが夢です。あちこちの図書館に行きたい。旅先でも図書館に

寄ったりします。テレビは基本見ないので、新聞と本が情報源です。どうか、図書

館を閉めないで下さい。 

60 代 
いつも利用させてもらって助かっていましたが、休館中は寂しい思いでした。これ

からも宜しくお願いします。 

60 代 

本のない生活は考えられません。図書館が閉鎖の間は本当に困りました。 感染の

リスクを下げながらも、是非、開館の継続をお願いします。 書架の近くの椅子に

座られている人がいるのは、少し気になります。 

60 代 自粛期間中でも図書館での本の貸し出しだけは続けてほしい。 
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60 代 
本は常にそばにある物、今はそれを全て図書館で借りています。自粛中はなおさら

本が必要なのに休館になり、困りました。 

60 代 休館時は借りられなくて困った 本屋もお休みで困った 

60 代 
仕事にも必要ですし、（ずい分利用させていただいてます。）なくてはならないもの

です。 休館中は、新しいものをかりられず、苦労しました。 

60 代 読書が好きでよく利用しています。 閉館中さみしかったです。 

60 代 仕方ないと思いつつも、休館が長かった。 

60 代 

私（69歳、男）にとって図書館へ行って本を捜したり、借りたりするのが生活の一

部でした。約２ヶ月、コロナ対策で閉館となりましたが、閉館する理由はあったの

でしょうか？市役所を閉鎖することと同じだと思います。市民にとって無くてはな

らない機関です。再考をお願いします。 

60 代 

「知」の血液となっている図書館は、非常に重要な所・倉庫です。これからもいろ

んな感染病が発生する事が考えられますが、創意と工夫によって図書館を閉じる事

なく、是非とも開放して欲しいと思います。 

60 代 

図書館が閉じている間はとても淋しく悲しい時間でした。働いている方のこともあ

るし、仕方のないことだと思いましたが、今までに経験したことのないことでした

ので、図書館の重要性をあらためて感じました。 

60 代 

図書館が休館になるという経験をして、改めて、自分の生活にとって図書館がなく

てはならない大切な場所と気づきました。色々な分野の本を切らさず借りていまし

た。散歩や買い物の途中に寄ったり、図書館に行くために家を出たり、何冊か借り

て読み終わった本から順番に返却したり、行動範囲（徒歩・車）のルートに４軒あ

ります（高幡・中央・多摩平・日野）。電話で注文して受取にも行きましたが、ゆっ

くりと図書館の中で、雑誌を読んだり、色々な分野を回って本を手に取って選んだ

りすることが、とても幸せな事だったと気づきました。図書館は心の憩い、癒し、

生活の潤いです。開館になって、本当に心からうれしく、心の張りにもなります。

これからも図書館を頼りにしてたくさん利用したいと思います。よろしくお願いし

ます。 

60 代 

図書館が臨時休館になり、いかに私の生活における図書館が大きな存在だったこと

を感じました。 本を自由に手にとり読んだり、かりたり、また図書館でのんびり

本や雑誌を読むことは大事なこと（私にとっては）です。いろんな種類の本が読め

る場は、これからもあってほしいです。 職員の方々のコロナ対応のご苦労もうか

がえます。ありがとうございます。 （再開館のときは、ほんとに嬉しかったです） 

60 代 

本を見て選んでいましたが、自粛期間で図書館が閉まっていたためまったく本が読

めませんでした。時短で開けて欲しかった。または、順に開けて欲しい。場所が違

っても良いと思う。 

60 代 図書館は自分にとって資料館です。 P.S．今回のことで、本当に不便でした。 
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60 代 

いつも身近にあった図書館がこれほど長期間にわたって休館するとは寂しいかぎ

りでした。 

最近はタブレットで書籍を読める時代ですが、液晶画面は眼が疲れます。 

安心して書架の間をブラブラしながら読みたい本をさがすのには、まだまだ時間が

かかりそうです。 

各々が注意しながら、新しいルールに慣れるしかありません。 

職員の方々も感染防止の仕事が増えて大変だと存じますが、市民のためにご尽力く

ださいませ。 

60 代 

いつもありがとうございます。この度のコロナ感染拡大防止のための休館や、再開

に向けてのご配慮は大変なことだったとお察しいたします。 

他の市にくらべても、良心的なご対応で再開していただき大変嬉しいです。 

今後もよろしくお願いいたします。 

60 代 

日々を豊かに過ごすために読書はなくてはならないものです。 

図書館がそれを支えてくれています。自粛期間、日野市図書館では最大限利用者に

寄り添って模索してくれたと感謝しています。ありがとうございました 

60 代 

日野市立図書館の休館期間は短いほうでしたが、あらためて、図書館は「社会生活

を維持するうえで必要な施設」であると思い知りました。 

情報収集の多くを図書館に依存している私のような者にとっては、今回のように２

か月近くにわたって休館されますと、非常にダメージが大きいです。３週間程度の

休館はやむを得なかったとしても、せめて書店が営業再開した５月上旬に、図書館

も再開して欲しかったです。 

60 代 

今回のコロナウイルスで外出自粛が求められていた期間には、読書は塞ぎ込みがち

になる気持ちを転換する手段としてとても有効だったと思います。 

２月末から６月中旬まで３カ月以上も図書館を臨時休館していた市や町も数多く

あったなか、日野市立図書館はぎりぎりまで貸し出しを続けてくれたことにとても

感謝しています。 

予約から本を入手できるまでのスピードも早いとか、図書館が比較的便利な所に建

てられていることなど、日野市に住んでいて良かったことのなかでも日野市立図書

館の存在は大きいと思います。 

60 代 

「読書」を通して「自分が知らない」ことを「知る」ことができる。「本」を通して、

作者やその背景にある大勢の関係者の考え方や思いにふれることができる。本のな

い生活は考えられない。「図書館」の中は、本の海とか本の山とか言われる場合もあ

る。そういうところにいると落ち着くのは、海とか山は人類のふるさとの記憶に由

来しているからだと思う。図書館は市民生活に欠かせない施設なので、コロナの次

の流行が来ても、感染症対策をしっかりしたうえで、一律に全館閉館しないように

してほしい。 
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60 代 

本はもはや生きがい。読書のできる脳・目や足の健康をキープしたい。 

日野市図書館への要望「この本は～」シールを著者情報などの上に張らないでほし

い。他市の蔵書より傷みがひどい・回転が遅いなど利用者への啓蒙が足りない。リ

クエスト・ナクソスを電話でも対応してほしい。電子書籍を利用できるようにして

ほしい 

自粛期間中の貸出や返却・HPの更新など、相互利用のどの図書館よりキメ細かい対

応に感謝しています。特に感染防止目的でブックポストさえ閉めていた市もあった

中、ずっと開けていただけたのは大変助かりました。ありがとうございました。 

60 代 
あたり前のように利用していたのに閉館された時は困った。なくてはならないも

の。 

60 代 

・死ぬまでの人生で、おもしろい（役に立つ）本を、数多く読める「図書館」は非

常にありがたい存在です。 第２・３波のコロナ発生が起こった場合、定期的に事

前予約で貸出ししてくれるシステムをしていただけると助かります。 いつも大変

ありがとうございます。 

70 才以上 
今回の図書館の全閉鎖は次回からはインターネット予約での受付分だけでも貸出

対応してもらいたい。 

70 才以上 事前予約の人たちへの貸し出しのみで、とても残念でした。 

70 才以上 
自粛期間中は自由な時間が増え、図書館の本を借りたかったが、閉館でとてもがっ

かりした。予約すれば貸し出した図書館もあったようだ。 そうして欲しかった。 

70 才以上 私は活字中毒で、本がないと生きていけません。図書館休館はつらかったです。 

70 才以上 
自粛期間中も冊数を制限する等して貸し出しをして欲しかったです。（館内閲覧は

無理だと思います） 

70 才以上 

インターネットのない高齢者にとって、図書館は大切です。新聞や雑誌だけでなく、

歴史や介護の情報など、本によって生活の困難を乗り越えてきました。週一度の図

書館通いは私の生活の一部です。（コロナでも休んでほしくない） 

70 才以上 
図書館が休館だと本を読む事が少なくなりとしょかんのありがたさを痛感しまし

た。 

70 才以上 図書館通いが生活の一部になっています。休館はつらいです。 

70 才以上 

私にとって読書は一生涯の趣味でいろんな分野の本を楽しんできました。図書館の

本はお金がかからず増えて置き場所に困ることもないので助かっており、いつも利

用しています。この度の長期休館は不便を強いられました。カウンターだけでもな

ぜ開けられないのか疑問に思いました。 

70 才以上 
YouTube にはまってしまい（ステイホーム中）本を読まなくなってしまった。久し

ぶりに図書館に行ってなつかしく感じました!! 

70 才以上 
外出自粛だからこそ、予約制や人数制限等の工夫をし長期の休館は避けてほしかっ

た。 

70 才以上 
外出自粛期間、図書館も本屋も空いていないのは大変困りました。ドイツでは図書

館は日常に必要なこととして開いていたと記憶しています。 
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70 才以上 

自宅待機の間、図書館が利用できなかったのは困りものだ。こういう時こそ図書館

を利用したい人は多くいたはず。マスク、消毒等準備して、開いていただきたかっ

た。 

70 才以上 

「ひろば」や新聞の読書欄で興味のあるものをリクエストとして読み身近に置いて

おきたい本は購入していたが、今回のコロナではそれが出来ず本屋で買うことが多

かった。ゆっくり吟味して買えないので後悔する買い物もあった。再開を楽しみに

しています。 

70 才以上 休館中は、図書館を利用出来るありがたさをつくづく感じました。 

70 才以上 
読書量が減った。図書館が利用できないため。 

時間がある時は、図書館へ行って本を読むことにしている。 

70 才以上 
私が読む本はほとんどが市立図書館でお借りしていますので、今回のように長期に

閉館になると大変困ります。 

70 才以上 本を読めない日々は寂しい。コロナの時代、工夫して図書館は常に開館してほしい。 

70 才以上 

自粛生活に図書館の閉館はとても残念でした（生活の一部だったので）。 

もう少しはやく開館してもらいたかった。 

子供たちはユーチューブ・ゲームばかりしていたと聞く。本好きにするチャンスだ

ったのに。。。 

70 才以上 
図書館が休みの時は、昔読んだ本を引っぱり出して来てよんだが、今後はコロナが

ひどくなっても、休館にせず、工夫して貸出し位はして欲しい。 

70 才以上 

小生が日頃読む本は古い本（1980～2000年頃）が多く、新刊書店に行ってもありま

せん。コロナ騒ぎで、いかに図書館に多くを負うていたか思い知りました。吾家に

本をおく場所がなくなり、本はすべて図書館から借りると何年も前に決めたのです

が、図書館が利用できなくなる日が来ようとは思いませんでした。今後ともどうぞ

よろしく。 

70 才以上 

小学生以来、趣味の第一位が読書。本が読めないと苦痛を感じるぐらい。図書館が

閉館している間は、家の本を再読したりやむを得ず購入したり、再開が待ち遠しか

った。 

70 才以上 本が大好きです。「コロナ」期間中の休館は淋しかった。 

70 才以上 

いつもありがとうございます。リスクのある中での一部開館大変ありがたく思って

います。外出が自粛の中やはり読書は楽しみであったので助かりました。唯一残念

に思ったのは感染者が日野市では区部と比べて 20人と少なかったので、次回は（？）

感染者の数を考えに入れて市の方も考えて頂きたいと思います。少し反応が強すぎ

る様に感じます。市は恐れて何もしないのが良いと思っているのでは。色々な面で

日野市は STOP させていますが、例えば立川とか他の市と比べて通常に戻す努力を

あまりしていない気がします。市民サービスをすべて止めるのは市民の事を考えて

いない様な気がします。財政難だから何もしないというのでは元副市長にあれだけ

お金を使って、市民にはお金をかけないというのでは本末転倒の様な気がします。 

70 才以上 活字中毒なので図書館が長期の休みで困りました 

70 才以上 〇就寝前の安定剤代り 〇旅行の時に必要 ◎コロナで休館の時は困りました。 
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70 才以上 
日野市の図書館は他の自治体（多摩市、府中市）の図書館よりコロナによる閉鎖期

間が短く、利用者としては大いに助かりました。 

70 才以上 
趣味・娯楽や資料調査に図書館は欠かせないもので、また、今回の外出自粛のとき

は、貸出は中止してほしくない。自宅で有効な時間をすごすのに不可欠です。 

70 才以上 

なくてはならない存在です。退職後、最も足繁く出かけ存分に活用させていただい

ています。パソコンメールでの予約が特に便利。迅速な対応に大変感謝しています。

コロナ対策で多大なご苦労があったことと思いますが、できる限り閉館をなくして

ほしい存在です。 

70 才以上 

今回の事があって、本を読む事の楽しさをあらためて思いました。当家はテレビは

なくラジオをつけながら一日中本を読みました。老齢の身で眼がつらかったです。

ゆっくりと今迄読まなかった本も数多く読み又それらの本がほとんど図書館にあ

るのにうれしさと感謝でした。 

70 才以上 

家から近いところに図書館があるので好都合です。常時 15冊位をリクエストして、

順番を待ちながら読んでます。本は生活する上で切り離せないものです。開館が待

ち遠しかったです。 

70 才以上 大事な場所です。常に何冊か借りていたので、閉館の時は残念でした。 

70 才以上 
・趣味と●●と知識の吸収と情報収集。 

・図書館の長期休暇は大変不便を感じる 

70 才以上 近所に図書館があり、とても便利でありがたいです。閉館の時期は寂しかったです。 

70 才以上 
外出できない期間は、特に本は大切な存在でした。これからも、色々な方面から本

は必要になると思います。図書館ももっと新しいものが欲しいです。 

70 才以上 

他の図書館が早々と閉館する中、日野市立図書館はギリギリまで、ネットでの予約

受付及び臨時窓口での貸出を行っており、さすが「ひまわり号」発祥の地と、すご

いなぁーと感動していました。利用者への利便を優先してくれ、感謝感謝です。あ

るのがあたりまえになっていた図書館が休館となって以降、たくさん借りていたに

もかかわらず、どんどん読む本がなくなっていって、今までどれだけ図書館をたよ

っていたかを感じさせられました。おこもりの様な状況の中で、心の安定を保ち、

豊かでいられたのも読書のおかげです。図書館の存在の大きさを改めて感じたこの

期間でした。 

70 才以上 

他市の図書館が早々に閉館していく中で、日野市立図書館はできうる限り最後まで

本の貸し出しを行ってくれました。本当にありがたく、日野市図書館関係者の心意

気を感じました。 

70 才以上 

数年前に近くに引越しをしてきて、図書館を利用させて頂いています。いろんなジ

ャンルの本を借りています。（ＣＤ含む）とても親切に対応して頂いて感謝していま

す。今回のコロナで図書館の必要性やありがたさを強く感じています。 

70 才以上 長期休館であっても貸出しはお願いします。 

70 才以上 
図書館へ行くのは日常で有るから非常に辛かった。しかしその反面、蔵書の中で再

読して新たな発見も有った。 
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70 才以上 

本及び図書館は生活上必須のものとなって居りました。 コロナで図書館が休みの

期間は、生活そのものがどうすべきか、混乱し全く困りました。図書館の皆様も大

変でしょうが、これからもよろしくお願い申し上げます。 皆様のご健康を心より

願って居ります。 

70 才以上 

〇退職し、図書館に行く時間ができました。（働いている時は忙しすぎました） 〇

市立図書館があって、ほんとうにありがたいです。感謝です！ 〇コロナ禍の時も、

日野市はネットで予約していた本の貸し出しをしてくれました。とてもうれしかっ

たです。 ＜オール・orナッシング＞じゃなく、工夫していろいろやっていただけ

るのは、ありがたいです。 〇コロナ禍の現在、新聞・週刊誌等、館内で読むのは

難しいですね。規制しても仕方ないと思います。 

70 才以上 

新刊本を購入する経済面と読後ストックするスペースを考えて、全くと言って良い

程購入しない。時間にゆとりのある年代なのでテレビだけではなく、字を読む事を

楽しんでいます。休館中は本当に困り、家の中の古本を再読したりしました。５分

間 10分間の限定貸出しでも良いので開けておいてほしいです。 

70 才以上 
休館の間、図書館の中に入れないさびしさをひしひしと感じました。図書館が近く

にあると思うだけで、高齢になってきた私には支えになっています。 

70 才以上 自粛期間にあっても短時間でも開館して欲しい。（２～３時間でも） 

70 才以上 
臨時休館はつらかったです。図書館に行けないストレスが溜まると駅前の本屋さん

に行き２０分位いろいろな本をながめ帰ってくる。毎日のように行っていた。 

70 才以上 
コロナの中でも日野図書館は永く開館して下さり感謝です。本を読まない生活は考

えられないので。 

70 才以上 休館の間予約で貸出してもらえるとよかったと思います。 

70 才以上 どこにも行けないので開けてほしかった（ムリ）だけど 

70 才以上 

年と共に字がうすいと（小さいことも）とても長く読んでいられない。 虫メガネ

もとても疲れるので、子ども向けの絵本がとても重宝している。今回のコロナ禍で

は、休館の必要はなく Telで予約し、貸出しのコーナーでうけわたす（防御して）

システムにしてほしい。 外出ができないのなら、家中でテレビ、本位しか楽しみ

がないではないでしょうか。 第２次の時は図書館は開いてほしいと思います。 

70 才以上 

休館と同時に、予約もできなくなってしまった。返却は、臨時窓口で、できていま

したから、ネットで、予約した本を、窓口で、貸すことはできなかったのでしょう

か。自粛がゆるみ、一番うれしかったことは、図書館が開いた！ということでした。 

70 才以上 
なくてはならないもの。図書館閉館中は自宅等にある本を読みかえしましたが、あ

らためて図書館のありがたさを感じました。 

70 才以上 
生活の一部になっている。新型コロナの影響で休館になっていると不便、さびしい、

残念、等々。 

70 才以上 休館によりあらためて図書館の有難さが解かった。 

70 才以上 外出自粛期間こそ図書館開館（３密を避けて）が必要。 

70 才以上 

私にとって「本や読書」は大切なものです。毎日本が近くにないと困ります。です

から、「図書館」は大切です。週に一回か二回、買い物の時、図書館に寄るのが生活

の一部です。自粛や閉鎖は大変困ります。近くに図書館があることが私の喜びです。 
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70 才以上 

臨時休館中も予約図書の貸出しをしてくれたのが良かった。無職であり、地域の公

共空間として図書館の必要性を改めて知った。日野市立図書館は建築後の年数が古

く、スペースが狭く、機能も限定されている。急にできることではないが、テレワ

ークが広がるので、それに応える仕事ができる場所・機能を確保してほしい。それ

は無職の人間にも必要です。財政が厳しいといわれるが、図書館の経費は市の財政

の中では小さい。がんばってください。 

70 才以上 

ここ２～３年間は市立図書館から 10 冊位借りていたので、コロナによる休館には

困った。いままでほとんど読んだことのない自宅の本に目を通す機会にはなった

が。 

70 才以上 

コロナウイルスの関係中、閉館中は、ＴＶのニュースを中心に社会を見ていました

が、図書館での活字の世界はＴＶの目から入る情報と違い、活字の世界は心に残る

ひと時になりました。 

70 才以上 
今までは心がおちつき、ゆっくりできる大切な時間でした。早くそうなるといいな

と思っています。いつもありがとうございます。 

70 才以上 コロナで閉館になり、図書館の必要性を再認識しました 

70 才以上 図書館が休館になり本を読む機会が減ってしまい寂しかった。 

70 才以上 年金生活で新刊書等書店で買えないことが多く、図書館の休館は淋しかったです。 

70 才以上 

小説（物語）を楽しむことは私にとって生活の糧だと思っていましたが、コロナの

発生・感染で、現実世界の迫力に圧倒され、異世界に身を置く心のゆとりが消滅し

てしまいました。自粛前に借りた本もいくつか読まないまま返却。代わりに、現実

を理解する情報を得るため、日々ＴＶのニュースにかじりつき、ネット検索浸りに。

更に（図書館は貸出中止で利用できなかったので）実用書？自然科学？系の本を購

入。自粛中はそれ以外、読む気がおこりませんでした。小説はおいしい食べ物と同

じで、それを味わう落ち着いた環境も必要だと感じます。 

70 才以上 

 外出自粛時も予約本を貸し出ししてくれたのが、大変ありがたかった。 

「感染症」について、自分なりに調べることができたのも、図書館が開いていたか

らこそで、ネットやテレビなどでは得られない知識を得ることができた。テレビな

どでは、掘り下げることのできない問題を考えるには、図書館にある資料が大切で

す。刻々と変わる困難な状況の中でも、図書館を開いて、資料を貸し出すことの、

重要性を改めて認識しました。 

 今後は、ネット環境のない方への、サービスの有り方・情報の提供の仕方も考え

ておいてほしい。 

70 才以上 

年間１００冊以上の本を読んでいますが、その大半は市立図書館で借りています。

読書は私にとって生活の一部であり、外出自粛期間も予約本の貸出は利用できまし

たが、図書館の完全閉鎖には困惑しました。今後も頻繁に利用させていただきます

ので、宜しくお願い致します。 

70 才以上 
コロナで休館となったのには正直当惑した。読書は食事のようなもの。私は日野市

民、三鷹法人市民で両図書館を使い便利だが両図書館ともに閉館（泣）！ 
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70 才以上 

日野駅付近に住んでいる者ですが、駅付近に本屋さんが無くなった。その為、図書

館が休館になると図書館にて本の検索ができない。故に、自宅にある本を見繕って

読み返す事となった。 

新型コロナ第 2波の場合には、図書館を全館休館にしないで、図書館のホームペー

ジから検索が可能にして、貸し出しと返却ができるようにしていただきたい。 
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図書館が再開して 

10 才未満 

図書館の本は購入する本よりもお財布と相談しなくても（笑）気軽に手に取ること

ができるので、たくさん読むことができて良いと思います。興味の幅が広がるよう

に思います。親子で開館を楽しみにしていたので嬉しいです！ 

10 才未満 

小学 1年生 

読書は娘にとっては毎日の生活の一部(習慣)なので、今回自粛生活中に図書館の利

用が出来なかった期間はとても残念に思っているようでした。再開して頂き、また

新しい本をたくさん読めるようになって、毎日楽しく読書しております。 

10 才未満 

小学１年生 
図書館がしまっている時はさみしかった。図書館が開いてうれしかった。 

10 才未満 

小学 2年生 

緊急事態宣言で図書館がお休みになって同じ本しか読めなくて、暇で困っていまし

たが、図書館が開いて良かったです！ 

10 才未満 

小学 2年生 

ぼくは、本が好きです。本の中にはぼくのしらないことがたくさんあります。図書

館がまたはじまってうれしいです。 

10 才未満 

小学 4年生 

電子ではなく「本」の方が、本のたいせつさが分かり、図書館が開いていて、うれ

しい気持ちになった。（母：代筆） 

10 代 再開して頂きとても助かります。ありがとうございます。 

10 代 図書館が使えないと困るので、再開してよかった。 

10 代 

中学２年生 

読書は大好きなので図書館が再開して本当にうれしいです。これからも、もっとも

っと読みたいです！ 

10 代 

高校１年生 

本は人生です！（笑）コロナのせいで図書館がやっていない間は結構辛かったです

…。ぶじかいかんできるようになってほっとしました。本が読めない禁断症状が出

て大変でしたので（笑笑）いつも図書館に行くとあいさつしてくれたり、学校の様

子を聞いてくれたりとお話しできるのがとても楽しみです。いつもありがとうござ

います。図書館の居心地がよすぎて、入り浸りになりそうな気がする（笑）高幡図

書館大好きです。これからもよろしくおねがいします! 

10 代 

中学２年生 

読書は大好きなので図書館が再開して本当にうれしいです。これからも、もっとも

っと読みたいです！ 

20 代 
図書館をよく利用しています。感染対策等、大変なこともあるとは思いますが、再

開していただきありがとうございます。 

20 代 

TV、インターネットよりも図書館（の本）で情報を得ているため、休館から再開し

て嬉しい。日野は他市に比べて休館が遅かったので、市民の生命線の一つと考えて

おられることが伝わりました。 

20 代 

長期の臨時休館後に本を読みたいと思い、図書館を利用することとしました。まだ

第２波のリスク等が考えられるので、これを機に本を読む機会を図書館を利用しな

がら、増やせればと思います。 

20 代 
図書館再開ありがとうございます。本を身近に感じられる貴重な場としてその大切

さを改めて感じました。 
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20 代 

学校がない長期休みには図書館にいく曜日を決めて生活のリズムを整えてきた人

生だったので、今回、学校はオンライン授業で図書館には行けない！という状況は

個人的にとてもつらいものがありました。いつかまた図書館が開いた時、読みたい

本はなんだろう、と考えながらどきどきと本の予約をする体験は初めてでした。（も

うないといいですね。）予約図書が受け取れたことも嬉しかったのですが、開架式

が戻ってきたこと、目的なく本棚を渡り歩いて良くなったことも感動でした。まだ

まだ安心はできませんが、少しずつ図書館が戻ってきたことが嬉しいです。以前よ

り頻度は減らしつつ、（今年は卒論もあるので！）図書館のある生活を取り戻して

いきたいです。マスクや消毒など、万全の対策をありがとうございます。どうか無

理をせず、みなさま体調には十分お気をつけてください。 

20 代 
ピンポイントでなく網羅的にみえる図書館という空間の重要性を痛感しました。開

けて下さりありがとうございます。 

30 代 
家で過ごす時間が増え、子供にも本を読んで過ごしてもらいたかったです。図書館

が開くのを心待ちにしていました。 

30 代 

緊急事態宣言が出ている間、図書館や書店がお休みで、なかなか本を読むことがで

きませんでした。今、図書館や書店で本を自由に選ぶことができてとても幸せだな

あと感じています。 

30 代 

本や読書）知識や教養・ワクワクをあたえてくれるものです。 

図書館）静かで集中して本が読めるほっとする場所です。図書館再開してくれて嬉

しいです。どんどん借ります。(⌒∇⌒) 

30 代 

現在は歴史の勉強をはじめたので参考書かわりにかよっています。普段は主に３才

の娘が絵本が好きなので「ごほうび」に特別な場所としてかよっています。また通

えるようになりうれしいです。 

30 代 
図書館が再開してからは、本を読んでいます。 時間がたくさんあっても図書館が

閉まっていれば本を読まなくなってしまうと気がつきました。 

30 代 

子供を産んでから山登りもカラオケも友達と会うのもなかなか出来なくなり、唯一

読書だけ子供が寝たあとの楽しみになりました。シリーズで読んでいた本、あと一

冊という所でコロナで閉館、好きな本をいつでも借りられていた図書館の存在の大

きさをすごく感じました。本当にいつもありがとうございます。再び開館し、絵本

が借りられると知ったとき、２才の息子は本当にとびあがって「やったー！やった

ーっ！！」とうれしそうに踊っていたのも忘れられません。職員の皆様の安全を第

一に、本を借りられる毎日が続くことを願っています。 

30 代 

子どもが生まれてたくさん本を読んでいます。子どもにも本を楽しんでもらいたい

と思いたくさん読みきかせをしています。まだ言葉をはなせないので、どんな本が

好みなのかわかりません。そんな時、図書館で様々な本をかりられることはとても

ありがたいです。つい大人の目線でえらんでかたよりがちになってしまいますが、

タイトルや表紙のイラストで選書すると、時にあらたな発見があり、とてもおもし

ろいです。図書館があいていないという非日常がとても恐怖に感じましたが、また

こうやって図書館に行くことができてとてもうれしいです。また落ちついたら、読

み聞かせのイベントなどに参加させていただきたいと思います。 
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30 代 

小説を読むことが多いのですが、家事や仕事から離れて気分転換できるツールで

す。定期的に図書館には通っていたので、貸出が再開されてとてもうれしかったで

す。 

30 代 

私は「図書館で人生を変えられる！」と考えています。 

20代、まったく本を読まずに生きてきた私は、 

ちょうど 30歳のころ、人生に思い悩んだことがありました。 

それを救ってくれたのが「本」でした。 

当時は無職だったため、本を買うことができませんでした。 

そんな時に知ったのが、図書館でした。 

それまでは「図書館＝児童が行くところ」という偏見が強かったが、いざ行ってみ

ると、 

「図書館ではこんな最新の本まで借りることができるのか」 

「もっと早く知っていれば……」 

などと当時は、毎週のように図書館に通っては、今までの自分に足りなかった知識

を穴埋めしていました。 

あれから数年経ちますが、本を難なく買えるようになった今でも、 

図書館で借りられるものは借りています。 

図書館こそ人生を変えてくれた場所だと思っています。 

これからも、多くの人のために図書館はあり続けるべきだと思います。 

今の大変な状況の中、図書館を再開して頂けて本当に助かっています。 

そこで作業される図書館員の方々、ありがとうございます。 

40 代 
コロナ後も変わらず利用させていただきます。これからもよろしくお願いします。

久しぶりにきて、いろいろ対策しているなと思いました。 

40 代 
再開館が待ち遠しかったです。様々な利用者と接されるかと思いますので、どうぞ

気を付けて業務に当たられますように。 

40 代 
図書館の再開、本当に心待ちにしていました。週に 1～２冊ペースで本を読み続け

ることができた日々がどんなに幸せだったか、改めて思い知った数か月でした…。 

40 代 

いつも図書館で本を借りていたので、急に借りる事が出来なくなりとても寂しい思

いがありました。なので、再開した時は嬉しさと安どの気持ちで、より本を大事に

したいと思いました。図書館が開いているのが、有難く、自宅で過ごす時間が長く

なりましたが、本で心が明るくなります。ありがとうございます。 

40 代 

読書が大好きで、いつもたくさん図書館で本をかりていましたが利用できなくなり

数冊購入しました。それでも数千円かかり、無料でかりられる図書館のありがたさ

を痛切に実感しました。再開して本当に嬉しいです。外出できない時に又少し不安

な時に読書はとてもいいですね。 

40 代 

気分転換のため、情報収集のため図書館は必要！！自粛中、借りる事ができなかっ

たので、開いたときは嬉しかった。コロナに気を付けながらお仕事がんばってくだ

さい。 
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40 代 

貸出期間の２週間をサイクルにここ何年か図書館で本を借り続けていましたが、自

粛によって借りられなくなり、全く本を読まなくなりました。 たかが本ですが、

ごはんを食べるのと同じ位習慣化していることなので、それがなくなるというの

は、変な感覚でした。 自粛解除して、再び図書館を利用させていただいています。 

改めて、読書が自分を支える一部であることを感じましたし、図書館が身近にある

ことをありがたく思いました。 

40 代 図書館の再開をずっと待ち望んでいました。図書館がないと困ります。 

40 代 

子育て中なので、絵本を中心に毎週 30 冊ほど借りていました。それが休館となっ

て、予約もできずとても困りました。予約が再開して、児童書は早めに取りに行く

ことができて、本当に助かりました。受付をしてくれた司書さんが「おひさしぶり

ですね。お元気でしたか？」と声をかけてくれ嬉しくて。ほとんど会わずに生活し

ていたので、心が緩みました。 

40 代 

図書館でいつも 30冊近く児童書（小３娘読み聞かせ）、興味のある本などを借りて

います。返却できなくなったときには、お借りしている本を丁寧に読みました。娘

は黒ねこさんごろうシリーズを読破。 

私は 46 人待ちだった上大岡トメさんの「老いる自分をゆるしてあげる」がちょう

ど手元にきたので、じっくり読みました。 

図書館がある暮らしがどれほど豊かだったかを改めて感じ、再開した喜びを噛み締

めています。 

感染症対策をしながらの再開はご苦労も多いと思いますが、市民の豊かな暮らしを

担う大切なお仕事、お体に気を付けて頑張ってください。 

40 代 再開してうれしいです！ 

40 代 なくてはならない物 再開してくれてうれしい 

40 代 

いつも図書予約システムを活用し、かなりの頻度で利用させて頂いています。本を

読む＝毎日の生活に彩りを与えてくれる、人生を豊かにしてくれるもので、私の生

活の大事な一部です。図書館が再開された時は、本当に嬉しく思いました。このコ

ロナの大変な状況下で図書館を支えてくださっている皆さまに心から感謝してい

ます。ありがとうございます。頑張ってください。 

40 代 

図書館は 3歳の娘との本(絵本)を通しての憩いの場です。緊急事態宣言下で図書館

が閉まった後は、娘が図書館に行けないのをとても残念がり、再開されるのを楽し

みにしてました。今日(6月 14日)は久しぶりに本の返却をかねて高幡図書館に行き

ましたが、多くの絵本や紙芝居を借りて帰りました。本を通して、子供と交流する

だけでなく、図書館に行くこと自体が大切な時間となっています。 
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40 代 

10 才未満 

緊急事態宣言が解除され、また通常通りに図書館を開館し運営してくださっている

図書館の関係者の皆様、図書館の先生方に感謝申し上げます。 

毎日のように娘と図書館に行って、読書パスポートにスタンプをもらって自分で本

を選んで借りることが日常の私達にとって、約二ヶ月間、図書館に行くことができ

なかったのは本当にさみしい日々でした。娘は図書館にずっと行かれないことに気

がつくと、外に出たがらなくなりました。それでも借りた本を何度も何度も読んで

暗唱したり、家でも読書パスポートを真似して、画用紙に読んだ本を書いてスタン

プを押したりして、図書館の開館を楽しみに待っていました。そして、図書館が再

び始まり、また日常が戻ってきて、図書館に行けることに感謝の日々です。娘も「き

ょうもとしょかんいく‼」とまた前のように外に出るようになりました。 

いつも子供の本のコーナーに季節ごとにとてもかわいい飾りをしてくださってあ

ったり、絵本を見やすく出して下さってあったり日野図書館はとても温かい気持ち

になる図書館です。娘も私も、図書館に毎日をとても豊かにしてもらっています。

これからも図書館で色々な本に出会ったり、季節を感じたりしながら、図書館に力

をもらって過ごしていきたいと思っています。先生方、いつも本当にありがとうご

ざいます。 

50 代 

・調べたいことや知識を得られる。 

・小説もいろんな作者の本が読め世界が広がります。 

・日野市は図書館があちこちにあるので、助かっています。 

・コロナウイルスで休館が続き、図書館の大切さを感じ、近隣の市より早く開館し

ていただき職員の方に感謝します。 

50 代 

自粛期間中は、あまり本を読む気力がありませんでした。本は元気のバロメーター

にもなっているのだと思いました。 自粛明け後、本を借りられるのはうれしかっ

たのですが、本を読むたびに手の消毒をしていたので、手が荒れてしまいました。

どこまで気をつければいいのかわからず、不安でした。 

50 代 本の購入は費用面で負担であり、図書館が再開するのを心まちにしていました。 

50 代 

図書館の再開をずっと心待ちにしていました。読書好きにとって読みたい本をはじ

から購入しているとキリがないので図書館の存在は貴重です。まだ当分の間、消毒

等衛生管理で職員の方は大変でしょうががんばって開館を存続していただけると

嬉しいです。 

50 代 

図書館という場所は私にとってのオアシスです。日々嫌な事があったり落ちこんだ

りした時など、本たちに囲まれページをめくっているといつの間に元気をもらえた

り…私にとってなくてはならないところです。再開の日が待ちどおしかったです。 

50 代 
たくさんの本に出会える図書館は貴重な存在。再び開館して頂き、たいへん有難い

です。 

50 代 図書館が再開して嬉しいです。 これからもよろしくお願いします。 

50 代 
活字がないことが、こんなに淋しいと思わなかった。 図書館が利用できて幸せだ

なぁと思います。 
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50 代 

本を読む事が好きですが、家で所有するのには量に限りがあり（すでに本がいっぱ

い過ぎて家族にこれ以上かってはいけないと云われています。）図書館が頼りです。

休館中はとても淋しく思いました（図書館の雰囲気も好きです） 再開がとても嬉

しいです。これからも宜しくお願いします。 

50 代 

１月に借りた本を２月に返して、今日再び図書館の本を借りることができ、感無量

です。自粛の間は、いつもはなかなかもったいなくて買えない雑誌や本を買ってい

ました。今日は、本を選ぶのに特に制約もなく、座席数こそ減っていましたが、い

つもと同じ雰囲気で居心地が良く、嬉しかったです。本の背表紙が、キラキラ輝い

て見えました。こんなにも自然な形で再開してくださってありがとうございま

す!!! 

50 代 コロナの中開館してくれている事に感謝です。 

50 代 

仕事に必要な本を予約したり、旅行の本、始めて読んでみる作家さんの本を借りて、

よかったら本を購入しています。私は外出先の待ち時間や電車の中で本を読むの

で、ステイホーム中はあまり読書は進みませんでした。図書館が再開してうれしい

です。 

50 代 

人間が実際に生きることのできる生涯は一つだけだ。実際に体験できることは限ら

れている。小説を読むことで様々な人の生き様や体験をすることができる。実体験

ほどではないけれど、読むことは私の経験値となっていると感じる。また、知識や

情報を得ようとするときにインターネットが手軽だと感じるが、テーマによっては

書架にあたっていくつかの本をめくってみるほうが早かったり、自分では思いつか

なかった検索ワードに気づいたりすることがある。また、図書館員に質問すると思

いもよらない分野の本を紹介いただけることもあり、独りよがりな情報検索ばかり

してたことに思い至り、ハッとすることも。長い休館期間があけてホッとしていま

す。 

50 代 

自粛期間中、図書館が利用できなくなった時のショックは、はかりしれない！ 

いつも当たり前のように運営いただいていたが、再開できて本当に感謝していま

す。ありがとうございます！！！ 

今でもリスクがありながらも開いていただいて感謝しているが、無理はせず、体に

気をつけてください！ 

60 代 開館してとても嬉しいです。 

60 代 知識、情報を得る”基地”のような存在ですので再開を待っておりました。 

60 代 

日野の図書館ですでに 5000冊近くの本を借りて読んでいます。 私にとって「本」

は人生そのものであり、世のすべてです。図書館が開いているということが、これ

ほど素晴しいことだということに、図書館休館を経て、しみじみ感じました。 日

野市立図書館がんばれ！！私は応援します！！がんばれ！！ 

60 代 

解除されて図書館の開館で図書館の明かり（照明）を外から見たときにとてもうれ

しく思いました。いつでも開かれているのがあたりまえの日常があったと、今更な

がらに図書館の存在を大きく感じます。 

60 代 
本は一度読んで残したいものは購入します。新書の紹介を新聞で読んで、図書館に

あるととても嬉しいです。図書館が開館するのを楽しみにしていました。 
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60 代 

いつもお世話になっております。ありがとうございます。 コロナで外出自粛中は

家事に追われてとても忙しかったです。 本をゆっくり読む時間がなかなかとれま

せんでした。 ようやく納まって図書館も再開して嬉しいです。 職員の皆様も、

危険な思いをなさっているのかと思うと申し訳なくなります。 どうぞ皆様お大事

になさってください。 図書館から借り出しをして帰られる利用者様方のとても幸

せそうな笑顔が大好きです。 

60 代 
通常に開館されたので、とてもうれしいです。知の友人として、これからも利用し

ていきます。 

60 代 

”不要不急の外出はやめましょう” では、図書館は不要不急？  

体のために食べ物は必要。だからスーパーマーケットはがんばって営業してくれて

いた。ドラッグストアもそう。  

図書館は？ 子どもからお年よりまで、心の栄養を与えてくれる場所。  

「図書館が明日から閉鎖されるよ」友達からの緊急メール。急いで図書館へ行った。

いつもは４冊借りるのだけれど、今回は倍の８冊借りた。でも１ケ月たたずに読み

終えてしまった。持て余す時間・・・こんな時ゆっくり本が読めたら・・・  

市のホームページや、図書館のホームページを何回も確認した。いつ開館するかな

あ。  

そして、やっとオープン。本当にうれしい。準備してくれた図書館のみなさんに感

謝！  

生活になくてはならない場所。 私にとっては「図書館」。 

60 代 

読書は子どもの時からの習慣になっており図書館は本当に大切な場所であります。 

今回このように長期に渡っての休館は初めてのことであり残念でしたが、又、借り

られるようになり、とてもうれしく思っています。これからもよろしくお願い致し

ます。 

60 代 

「図書館」は俳句 etc.で利用（コピー、雑誌、歳時記、本 etc.）していたので週１

回位は行って日課の一つになっていました。復活してとても嬉しいです。ですが、

コロナは心配です。本についていないかとか。 

70 才以上 

図書館休館は、生活の一部が、休止したようなものであることを、今回実感しまし

た。旅行が出来ないこと、美味しいものを食べに行けないこと、などよりも、一番

に、図書館が１日も早く、開館されるよう願っていました。 

70 才以上 
閉館はこたえました。生活そのものが縮んだ感じ。開館されて、大事な日常が戻っ

た感じで喜んでいます 

70 才以上 
図書館の休館がつらかった。いつでも本を借りられるのがとてもうれしい。今は一

日中読んでいる。 

70 才以上 あらためて「図書館」が自分の生活の大事な部分だと知らされました。 

70 才以上 
1.改めてなくてはならないものであると実感しました。改めて深謝！ 

2.購入は、どうしても読みたい１冊とプレゼント用の 1冊。 

70 才以上 

閉館の間は日頃いつでも利用させていただいていることが、こんなに幸せで、又、

日常であったことだったのかと思い知る期間でした。又、利用できるようになり、

何の解禁にも増して嬉しかったです。感謝しております。 
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70 才以上 

図書館の利用、活用、効用にものすごくお世話になっています。感謝いたします。

老後のアフター・ライフ・ワークの為に、大変お世話になっております。図書館が

休みになり、改めてありがたさがわかりました。今後もよろしくお願いいたします。 

70 才以上 
図書館がオープンするのを待っていました！コロナ対人間‼負けずにがんばりまし

ょう！ 

70 才以上 

外出自粛期間中は、図書館も来たかったけれどコロナ不安もあり、６月になっての

外出（図書館への）も久し振り。年金暮らしで本屋でなく図書館利用が楽しみとな

っており、これからも利用を続けていきたい。図書館再開となったこと大変喜んで

おります。 

70 才以上 

時々、本を借用していますが新型コロナウイルスによる長期休館は思いがけない事

態でした。 加えて外出の抑制もあり閉口しました。まだ制約はついていますが図

書館が再開してよかったと思っています。 

70 才以上 

定期的に読書は続けていたので、図書館が利用できなかった期間は寂しいものがあ

りました。 

再開が大変喜ばしいと同時に、図書館スタッフの安全を祈っています。 

70 才以上 

図書館は近いこともあって生活の一部です。休館中は寂しく又、不便で悲しかった

です。私たち高齢者にとってはとてもありがたい場です。再開されて友人たちと喜

びました。 

70 才以上 

以前から本を読むのは好きですが、たくさん読むので自分で買うのには費用がかか

りすぎ図書館で借りられるのは大変助かります。 

休館中は予約してあるのだけしか借りられず時間を持て余してしまいました。 

もとのように利用できるようになってほっとしました。 

規則を守って図書館を利用したいと思います。 
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図書館への思い 

10 才未満 すきなほんおかしてくれてありがとうございます 

10 才未満 
いろいろな本があるのでいっぱいかりたくなるし、自分のためにもなるのでうれし

いです。 

10 才未満 楽しみ 

10 才未満 

わたしはぜったいにとしょかんがずーとあってほしいとおもっています。いまとし

ょかんがあるからこれからいろんなことができるとおもいます。としょかんはいっ

しょうのおもいでになるとそうしんじています。これからもがんばってください 

10 才未満 
（６）できない：こどもだけでは 

本が好きだから図書館に行く。本が借りられるのが好き。 

10 才未満 
・おもちゃ、テレビと同等の娯楽  

・多摩平図書館は小上がりがあって利用しやすい。 

10 才未満 

４才の息子に代わって記入しています。息子は本が大好きで、暇さえあれば１人で

読書しています。外出自粛期間中も、図書館で借りていた本を毎日のように読んで

いました。 図書館で絵本を探したり、目立つ所に置いてある本を手に取って読ん

でみたり、様々な発見や出会いがあることが何よりの楽しみのようです。 子供用

のイスに座って館内で読むことも、自宅で読むのとは違った楽しさがあるようで、

お気に入りです。 コロナの影響で何かと大変だとは思いますが、これからもぜひ

図書館を開けておいて頂けるとうれしいです。 ちなみに・・・ 「書庫」にある

絵本はなぜ自由に手に取って見られないのでしょうか。（検索して依頼しないと出

してもらえない） ノンタンなど子供が大好きなシリーズが気軽に手に取れないの

は少し残念に思います。 できれば子供が自力で探せるように開架に並べて頂ける

とありがたいです。 （色々と事情があると思うのであくまでも余談です・・・） 

10 才未満 

自粛前、保育園の帰り毎日のように図書館に通っていました。 面白そうな本を探

すこと、本を返すこと、本を借りること、全てが楽しいようです。 その上、家で

本も読んでくれるので親としても図書館はありがたい場所です。 

10 才未満 

幼稚園 
本がいっぱいあって楽しいところ 

10 才未満 

小学 1年生 

10 代 

小学 5年生 

30 代 

その年齢にあった本を、好きなだけ沢山読めるので、図書館はとても利用していま

す。 子供向けの本が、もう少し充実したら、もっといいのになと思います。 

10 才未満 

２人 

小学 2年生 

30 代 

「図書館」子どもが新しい本と出会うための場。特に年中の子どもは表紙で本を選

ぶので、図書館は大切！ 開館してくださりありがとうございます！！ 「本や読

書」新しいことを発見できて、落ち着いた時間を過ごせる。子どもとの触れ合い。 

10 才未満 

小学１年生 
楽しい場所なのでいつも開いていて欲しい 
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10 才未満 

小学 1年生 

日野市に引越してきて初めての図書館デビュー。たくさんの絵本にであって本を読

むたのしさをまなんでほしいです。 

10 才未満 

小学 1年生 
としょかんにはよんだことない本がいっぱいあるから大すきです 

10 才未満 

小学２年生 
本がいっぱいあってお勉強になるところ 

10 才未満 

小学 3年生 
いつもありがとうございます。 

10 才未満 

小学３年生 
いろんな本がそろって楽しいとわたしは思います。 

10 才未満 

小学 4年生 
・近くてべんりです。 ・図書館の人が親切です。 

10 才未満 

小学４年生 
楽しくてドキドキワクワクする物♡ 好きな本が読めるからずっとあってほしい 

10 才未満 

小学４年生 
ぼくは図書館が大好きで、ひまなときは、毎日来ていました。司書さんありがとう！ 

10 才未満 

小学 4年生 

家で読めない本が読めて良い。 

予約や取りよせができるのが良い。 

10 才未満 

小学 4年生 

日野市立図書館大すきです‼（とくにマジックツリーハウス）気分てんかんにもな

ります!!本を読むのも大好きです!!（気に入った物なら！） 

10 才未満 

小学４年生 
図書館サイコー 

10 代 ありがたい場所 

10 代 

私は本が大好きです。暇な時間を過ごしたり、勉強がつかれた時などに読んでいま

す。図書館という場所で、静かに読めるのもとても嬉しいです。 

私は高幡図書館しか行ったことがありませんが、本の整理もきれいで、スタッフさ

んも優しく、素敵な場所だと思います。これからもよろしくお願いします。 

10 代 図書館は無料で何万冊もの本を読める素晴らしいサービスだと思います。 

10 代 無料で本が読めるので重宝させてもらってます 

10 代 
読書の重要性が叫ばれるなか、本は割高なので、無料で読める環境を与えてくれる

ので、とても助かっています。 

10 代 

30 代 

その他 おむつ袋配布しているのを知らなかったので分かる様にして頂けるとよ

かった。様々な本を気軽に読めるのがとても良い。買うとお金も置き場も必要とな

るので。 

10 代 

小学４年生 
心をおちつかせる時間があることへのかんしゃ 

10 代 

小学４年生 

たまにくるので新しい本がでてないがワクワクしながらいきます。いろいろな新し

い本をだして人気な図書館にしてください。 
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10 代 

小学 4年生 
図書館は、色々な本がかりられて、いい所。 

10 代 

小学 5年生 
おもしろい物、たくさん本がおいてあるからよみたい本がすぐ見つかる。 

10 代 

小学５年生 
たくさん本があって種類もたくさんあっていいなと思いました。 

10 代 

小学５年生 
図書館にきて、新しい本に出会ったりすることができてうれしかったです。 

10 代 

小学５年生 

ないと困る。本をたくさん買うお金もないし、読んでしまった本が山積みで家に置

いておくのも大変なので。 

10 代 

小学５年生 
本を読むのが大好きなので図書館があってよかったです。 

10 代 

小学 5年生 

本が好きだから図書館が近くにあってよかった。 息子は、この自粛中に、絵本な

どを紹介するブログもはじめました。 

10 代 

小学５年生 
なくてはならないもの。かけがえのないもの 

10 代 

小学５年生 
よんだことのない本をよんだり大好きな本をよむところ 

10 代 

小学６年生 
本を貸してくれてありがとうございます 

10 代 

小学 6年生 
いろいろな知識が得られてひまつぶしにもなる。楽しい場所。 

10 代 

小学６年生 

図書館は様々な本との出会いの場。「図書館に住みたい！」と思ったことがあるほ

ど私にとっては大切な場所。本は色々な世界を見せてくれて、新たな感情が芽生え

る。本の世界観に引き込まれると帰ってこれなくなる（笑）本によって感情のゆさ

ぶられ方が違って、とっても刺激的。知識も増えるし、時間を忘れるくらい没頭で

きて楽しい！夢中になって読める時間がとっても幸せ（＊´∀｀＊）図書館の皆様、

これからも、よろしくお願いします！ 

追記：ROCKIN'onJAPAN に好きなアーティスト Mrs.GREENAPPLE がのっていたみたい

なんです。でも、2017年のでして…。もう図書館にはないですかね？長文失礼しま

した。 

10 代 

小学 6年生 
神 

10 代 

小学 6年生 
行きやすい、楽。また借りる時間も楽しい。本や読書は必要なもの。 

10 代 

小学 6年生 
図書館は、あるかぎり、無料で読めるので、良いと思いました。 

10 代 

小学 6年生 

図書館にはいろんなジャンルの本があり、本にはいろんな表現やファンタジーがあ

るから、図書かんに同じ本が２冊あるとうれしい。 
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10 代 

中学 1年生 

本や読書は好き。図書館は読みたいものや、資料などをすぐに見つけることができ

るところが良い。 新しい本をすぐにいれてほしい。 

10 代 

中学１年生 
新しい本があったりして楽しい。 

10 代 

中学 2年生 

図書館はきれいで、いろいろなジャンルの本があるから、何回行っても、新しくか

りられて、とてもいいです。図書館のおかげで、読む本が増えました。 

10 代 

中学２年生 
図書館は色々な本に出会って、自分の世界を広げられる場所 

10 代 

高校１年生 
良い所 

10 代 

高校１年生 

近くに本を借りられる場所があり、便利です。プロレス、マンガの本をおいてほし

いです。 

10 代 

高校１年生 

図書館は私の大好きな場所です。人生を変える本に出会わせてくれてありがとうご

ざいます。 

10 代 

高校１年生 

わかりやすく分類してあるので本が探しやすくて、とてもいいと思います！日野市

の資料もあり、地元を知ることのできる場所です。 

10 代 

高校 1年生 

ふだん本は、図書館で借りて読むことが多いので、日々の生活に必要な大切な場所

です。図書館の中を歩き回りながら本を選ぶのが好きなので今は、あまり行けてま

せんがコロナがもう少し落ち着いたら、今までのように通いたいです。 

10 代 

高校 2年生 

本を買うことがあまりないので図書館が本にふれることができる唯一の場所。来る

だけで楽しい 

10 代 

高校 3年生 
楽しいです。 感謝しております。 

10 代 

高校 3年生 

本を読むためのキッカケとして、借りれるのでありがたいです。図書館に来ると目

に止まったものを読もうと思うので、本を読む機会が増えると思います。 

20 代 調べものをするところ 

20 代 

毎回買って本を読むとお金がなくなったり置き場に困ったりするので、図書館は大

変重宝しています。借りても結局読めずじまいになってしまうこともあるのです

が、なるべく継続的に読書をして教養を身につけたいと思っています。図書館をこ

れからも利用させていただきます。 

20 代 落ち着く場所。 

20 代 
コロナ禍で難しいところはあると思うのですが、今後落ち着いて勉強や読書を行う

ことに特化したような空間が出来たら嬉しいです。 

20 代 ちょっとした調べ事や子供の絵本で大変お世話になっています。 

20 代 図書館：いこいの場、くつろげる場所 

20 代 
毎日の読み聞かせのため絵本を読んでいます。おすすめの本を紹介頂く冊子や、展

示など助かっています。 

20 代 
職場や学校と家との往復しかない生活の中で、居場所がない・違和感を感じている

人にとっての価値観の共用・変革を許容してくれる場所。 
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20 代 

動画配信や電子書籍が普及していますが、やっぱり本を読みたくなる時がありま

す。 図書館は無料でたくさんの種類の本にふれることができるのでありがたい存

在です。 

20 代 
図書館があることで新しく知識を得たり読みたい小説に出会う機会が大学卒業後

も作れているので感謝しています。 

20 代 

私は小さい頃から、恐らく自分でも覚えていない頃から本を読むことが好きでし

た。中央図書館にも足しげく通っていて、父の図書カードを使い本好きの父と共に

本を借りて読んでいました。小学校 2年生の時、近所に住んでいた好きな男の子と

一緒に中央図書館の児童書コーナーでお互いのオススメの本について話したこと

もありました。その時に男の子のすすめで図書カードをはじめて作った思い出は今

でも忘れず大切に残してあります。 

大人になった現在も読書が好きで、知識や情報を得るために本を借りて読むことは

もちろん、子どもの時のようにワクワクしながら本を読むことを楽しみたいと思い

児童書コーナーに行って読むこともあります。子どもの時に児童書コーナーで座っ

て読んでいた椅子もこんなに小さかったんだとびっくりしました。 

この度、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、図書館が休館となり、身近だっ

た図書館が閉まり本が読めなくなるということはとても辛いことでした。このた

め、身近で気軽に本が読める場所・環境がある図書館の大切さとありがたさを改め

て感じることができました。 

今、読書離れであったり、紙の本が電子書籍にとって変わられる時代にあります。

私の周りでもあまり読書をしない人であったり、私自身電子書籍を利用することも

あります。しかし、それでも私は紙の本でページをめくり本の世界に没頭すること

が好きなので、色んな本に出会える図書館という環境は大切だと思います。それは

図書館という場所が私にとってたくさんの経験と思い出がつまっているからこそ

思うのです。 

これからも時代の変化による影響をいろいろと受けるかもしれませんが、私にとっ

て本を読むこと、また図書館という居場所が拠り所であります。これからも図書館

をぜひ利用し続けて、たくさんのおもしろい本と出会いたいと思います。 

20 代 
成長の早い子ども達にとっては購入よりも図書館で借りることが出来るのはとて

も助かります。たくさんの本を見せてあげたいです。 

20 代 私にとって図書館とは息抜きや気分転換出来る場所です。 

20 代 
図書館は普段自分が読まない本を読むきっかけを作ってくれる場所であると思い

ます。 

20 代 

図書館は市民生活の充実のために必要不可欠なものであると思います。これからも

行政の予算をしっかり振り分け、その運営に支障が出ないようにしていただきたい

ものです 
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20 代 

現実とは違った世界が楽しめたり、様々な知識を教えてくれるものであり、最近は

電子書籍が増えたが、読書の時間は学生の頃から変わらずに大切にしている。仕事

柄、子供と接することが多く、読み聞かせを行うが、私が好きだった絵本を現在購

入しようとしても、中古で高値になっているものもあり、図書館のものを利用させ

てもらっている。また、図書館で借りて気に入ったら購入を考慮するなど、金銭面

でも重宝している。Web 予約で取り寄せが出来るようになってからは、時間のない

時にもさっと借りることができ、利用させてもらっている。これからも図書館を利

用させていただき、たくさんの本に出会えたらと思います。 

20 代 色々な本を借りられるので図書館は日々の楽しみです。 

20 代 
図書館という空間がとても好き。図書館で自分好みの本を探すことを楽しみに毎週

行っています 

20 代 

小学校の頃から週一で通って毎回 10 冊以上借りていました。最近では本を読むこ

とは減ってしまいましたが、小学生、中学生の頃の読書経験が間違いなく自分を作

ってくれていると感じています。また、図書館職員の方に覚えてもらって、よく話

しかけてもらっていました。大学受験の報告をしたら、喜んでくださり、とても嬉

しかったです。今でも知り合いの職員の方がいると懐かしい気持ちになります。私

にとって図書館は自分の原点であり、これから先も身近にあってほしい大切なもの

です。 

20 代 

初めは通勤時間の暇つぶしとして読書をしていましたが、今では本を読む事を楽し

みに通勤しています。 

図書館が身近にあるおかげで読書へのハードルが低くなり、新しい著者との出会い

や知識を得る事が出来ています。 

コロナ禍で大変な中、対策と開館をして下さりありがとうございます。これからも

お世話になります。 

20 代 私にとって図書館はライフラインのような存在です。 

30 代 気軽に知識を得ることができる必要な場所 

30 代 
気になる本を全て購入するとかなりかかるが、図書館にはたーくさんの書籍があ

り、いくらでも借りて読めることは魅力的。子供の絵本などは特に助かります。 

30 代 
知識と情報を得るために、利用させて頂いております。これからも幅広い書籍の取

り扱いをお願い致します。 

30 代 
子供（小 1、年少）への読み聞かせは今しかできないことだと思っているので図書

館にはとてもお世話になっています。 

30 代 
読みたい本を全て購入することはできません。また、本を所有することを望まない

自分にとって、図書館はとてもありがたい存在です。 

30 代 

・買うまでもないちょっとした知識（だけど体系的には知りたい！）  

・買おうと思っているけど、場所もとるし、お金もかかるし。 そんなときに気軽

に借りれる図書館は便利だな、と改めて思いました。 

30 代 ありがたい場所です。 

30 代 いつも本を貸していただいて助かっています。 

30 代 無料なのでより多くの知識を得られ、助かります。 
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30 代 

日野市は歩いて行かれる場所に図書館があったり、移動図書館も来るので、常に本

に触れられて嬉しいです。子供たちが本が大好きになりました。スタッフの方も親

切で、本と共に癒しをもらっています。ありがとうございます。 

30 代 
無くてはならない存在 

財布をいためず、たくさんの本に出会える夢の場所 

30 代 
図書館へ子ども達と行くのが大好きです。 親子で楽しめてありがたいです。いつ

もありがとうございます。 

30 代 なくてはならない大切な場所。そして心の豊かさ。 

30 代 
私は八王子の在住ですが、住まいの関係上、日野の図書館が近いので利用させて頂

いています。大変にありがたい。 

30 代 一般書店だと少し古い（２－３年前）本でも入手困難になるので必要な場所です。 

30 代 無料で使用できとても便利。30冊は仕事にも活用できてありがたい。 

30 代 図書館の存続を願います。 

30 代 

新しい本との出会いの場である書店とは、また違う、古くても読み伝えたい本や珍

しい本と出会える図書館は我が家にはなくてはならない大切な場所です。いつも面

白い本と出合える工夫ありがとうございます。 

30 代 自しゅく期間こそ、読書の習慣付けを！ 

30 代 

新しい世界へのトビラを開いてくれるのが本。どうしてもネットや本屋さんだと自

分の興味のある世界しか見ないけれども、図書館だと色んな本との出会いがあるの

で大切な場所だと思います。いつもありがとうございます。子どもが本が大好きで

す。 

30 代 

読みたい新聞・雑誌・本を全て購入することはできないので、非常にありがたく思

う。期限を過ぎて延滞している人は、猶予を与えずすぐに予約・貸出を制限しない

と「期限」の意味がない。 

30 代 
たくさんの中からお気に入りを見付けられる素敵な場所だと思います。いつもあり

がとうございます。 

30 代 
電子書籍は目が疲れてしまうので本が沢山貸りられる図書館はとてもありがたい

存在です。家族で一緒に本を選べるところもいいです。 

30 代 たくさんかりられてありがたいです。 

30 代 子供にとっても私にとっても新しい本とふれあえる大切な場所です。 

30 代 

日野市は借出しも予約も３０冊と多くて嬉しい。忙しいと活字を読む時間、気力が

減るので、生活のバロメータになっている。他の館と、本の入れ替えがもう少しあ

ると嬉しい。大体満足です。ありがとうございます。 

30 代 
日常の情報収集、予約システム助かっています。 幅広い分野の教養を身につけら

れる。 借りた本から購入する本を決められる。 

30 代 
図書館があるから本を読むようになりました。 いろんな知識を得られるようにな

り、気分転換にもなります。 ありがとうございます！ 

30 代 
普段はまったく本を読む事はなかったけど、子供が出来てたくさんの絵本を借りら

れるので、とても助かってます。近くに図書館があってよかったです。 
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30 代 
読みたい本が比較的早いタイミングで読むことができ非常に貴重な場所っす（図書

館） 

30 代 子どもの興味のある書籍を、またお借りしたいです。 

30 代 
図書館はいつでも寄りたくなる場所。いるとホッとする場所です！ これからも利

用したいです！ 

30 代 

図書館には大変お世話になり感謝しています。基本的には日常知識が得たい場合

に、特定の本を借りに来ています。時々は館内をながめてまわると、新しい興味、

発見を含んだ本に出会うことがあり、インターネットでは得ることのできない楽し

みがあると感じます。いつもありがとうございます。 

30 代 気軽に色々な本が試せるのがいい。 

30 代 子供に絵本をたくさん見せ、読ませてあげられる大切な場所。落ち着く場所。 

30 代 

本を読んで現実逃避したいので、図書館は大変重要な存在です。 ネットで読書で

きる時代ですが、不要な情報が多く、ネットから抜け出したいからこそ、本を読ん

でいるので、そちら（ネットの読書）を利用する気はありません。 

30 代 

子供の頃から図書館という場所が大好きでした。大人になっても変わらず、住む場

所が変わるたびに必ずその土地の図書館をチェックしていました。 

日野市の図書館は今まで見てきた中でもサービスはとても良いと思います。本の種

類も豊富、リクエストも可能、予約システムも整っているなど、住み始めてから本

当にたくさんお世話になっています。 

また、窓口の方もいつも丁寧で気さくで気持ちよく利用させていただいておりま

す。 

小さい子供たちも、赤ちゃんの頃からたくさんの本と触れ合うことができていま

す。子供は成長とともに読む本も変わってくるので、借りて読めるというのもすご

く助かります。図書館が再開し、とても喜んでいます。 

今、電子書籍も当たり前のようになってきましたが、図書館に足を運んでたまたま

見つけた本で興味を広げるということもしていってほしいなと思っています(私が

そうやって世界を広げてきたように)。 

まだコロナの心配があったり日野市は財政難という局面に置かれていたりします

が、図書館サービスは現状変わらず続けていってほしいです。 

30 代 
図書館があるおかげで色々な本と出会えています。 

いつもありがとうございます。 

30 代 
図書館でいろいろな本を選ぶのも楽しい時間です。 

久しぶりに行くことが出来てうれしいです。 

30 代 

10 才未満 

大体の本は揃っているので、助かっています。特に幼児向けの絵本は、中身を見て

も子供が気に入るかどうかは分からないので、読んでから買うということができま

す。 

30 代 

10 才未満 
子供に絵本をたくさん読んであげたい。そのために図書館はなくてはなりません。 

30 代 

10 才未満 
学びの場。自分の本棚が図書館になっています。感謝です。 
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30 代＊子供

４才 

子供にたくさん絵本を読んであげたいので、たくさんの本がある図書館ありがたい

です。 

40 代 
本は心の栄養です。誰もが利用できる図書館は人をはぐくみます。今後とも利用し

たいと思います。 

40 代 時間があるときの息抜き 

40 代 本をたくさん借りられて嬉しいです。 

40 代 どの世代でも居心地の良い場所であって欲しいです。 

40 代 なくてはならない場所です 

40 代 知識や情報が得られる、無料で本が読めて助かってます 

40 代 
値段が高くて買えない本や、古い本で欲しいと思った本が検索すると必ずあって、

図書館は本当にありがたいです。 

40 代 

ステイホーム中は実用書よりもじっくり小説を読む時間が出来て、改めて読書の楽

しさを感じた。図書館は気軽に色々な本を読むことが出来（購入する時は買うに値

するか考えてしまう）無くてはならない存在です。 

40 代 知らない知識にふれあえる所 

40 代 
図書館や美術館など文化施設は市民にとって文学や美術などに触れる機会をつく

るため絶対必要だと思う。 

40 代 
子供たちと図書館でたくさん本をかりて読み聞かせをできる時にしようと思って

います。近くにあってありがたいです。子供たちも図書館へ行くと喜んでいます。 

40 代 
居場所のない不安をかかえた人間にとって、大量の良質な知にふれることのできる

図書館という場所はとてもありがたいと思っています。 

40 代 図書館の文化が大好きです 

40 代 図書館はちょっと読みたい気持ちをあと押ししてくれる大切な存在です。 

40 代 なくてはならないもの 

40 代 

本のない生活は無味乾燥な生活になると思う。駅前の本屋が無くなって、さらにそ

の思いが強くなった。日野市内に図書館が多くあって良かった。私にとって趣味や

興味のある事について気楽に立ち寄って調べる事が出来る図書は必要不可欠なも

のです。また、何気なく手に取った本から興味が持てたり、知らなかった事を教え

てくれたりと、自分自身の世界を広げてくれる大切な場所と思う。 

40 代 
色々な分野の書籍を見つけたその日に持って帰れるので、いつもわくわくな場所で

す。 

40 代 居場所として大切な所。 

40 代 

どこにいても、ほんの数分でも本を開くと他の世界に入りリフレッシュできる。本

から得た興味から、また他の本への出会もあり、楽しい。自粛中も本を何冊もかり

ていたおかげで、全く退屈せず感謝しています。いつもありがとうございます！ 

40 代 
図書館は貧乏人の命綱です。本が買えない者にとって図書館の存在は本当にありが

たいです。 
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40 代 

現在は子育て中のため、自分の読書はあまり出来ていませんが、子ども達が図書館

を利用させて頂いております。お蔭様で読書好きになりました。（小学３年女子）読

書はなるべく電子書籍より、頁をめくって楽しみたい派です。 

40 代 雰囲気が好きです。 

40 代 知識を広めて、だれもが安心して使える図書館が良い 

40 代 自分の世界を広げてくれる存在。 図書館はありがたく利用させて頂いています。 

40 代 

日野市に越してきて図書館が近くなり子どもと一緒に行けるのが楽しみです。本を

通して色々な事を学んだり、豊かな気持ちになれればと思っています。まだまだ大

変な時期に働いて下さるスタッフのみなさまありがとうございます。 

40 代 情報や知識を得る為の一手段 

40 代 読みたい本すべて買うことは難しいのでたすかります。 

40 代 中央は、子供の頃からの思いでの場所です。無料で知識が得られて、有難いです。 

40 代 
とても大切です！（本も図書館も）大変なことも多いかと思いますが、これからも

よろしくお願いします！ 

40 代 

ほとんど本を読んで暮らしているので、図書館はとても大切な施設です。日野市も

図書館やそこで働く皆さんにケチらないで予算をしっかりつけてほしい。貸出しが

少ない本でも、大切な本もあります。色々な図書館に行きますが、日野市の蔵書の

傾向はなかなか良いと、日頃から思っています。 

40 代 

私にとって図書館はとても身近で、大きな自分の本棚と思えるほどです。ネット社

会でも本からの知識、刺激、やすらぎは大切なものです。これからも図書館に足を

はこばせていただきたいです。 

40 代 
いろんな絵本をもっと借りたいです。 子供が絵本が大好きなので図書館の存在は

とても助かっています。 ありがとうございます。＾＾ 

40 代 
図書館を親子ともいつも気持よく利用させて頂いております。ありがとうございま

す！ 

40 代 
読書、現実を忘れさせてくれる薬。図書館、生活に無くてはならない所。イラスト

レーターとかアニメーターのイラスト集とか入れてほしいです。 

40 代 
図書館を中心とした地域の発展を期待します。また日野市立図書館から、歴史を作

りましょう！ 

40 代 

子供の頃から読書が大好きで、本を購入することが多かったのですが、本棚にたま

り過ぎて親に「置き場がない！」と怒られて購入量を減らし、図書館を利用するよ

うになりました。 

40 代 

生活と共にあるもの、人生の一部。読みたい本を購入していたらいくらお金があっ

ても足りないし処分や廃棄も必要になるので、シェアができる公共図書館の存在は

有難く、心強く、生きていくのに欠かせないと思っています。 
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40 代 

先日、私がおぼえている「本屋」を思い出して見ました。そして残っている店は数

店、40店以上が閉店していました。今はネットなどで買えますが、やはり直接目で

見て手に取りたい物です。 今日、図書館に来て回って思ったのは、「宝箱」です。

ジャンル別に分けられていますが 戦記物のとなりに風俗嬢のエッセイ、普段は読

まない日本人作家の作品（タイトルでパラ見したり）意外な出会いがあり楽しくも、

癒されます。（笑） 私はヤング図書（ライトノベルなど）を良く借りるのですが、

今では書店にも中古書店にも無い本が読めるのはありがたいです。（いつリサイク

ル図書に回されないかヒヤヒヤしてますが）立川市ほど充実していないのが残念で

すが（笑）クレームじゃ無いですよ。コロナ禍でも、ギリギリまで開館してくださ

りありがとうございました。みなさまの苦労には頭が下がります。 本当にありが

とうございました。 

40 代 
ふだん買わない本でも図書館では手に取ることがあります。 図書館ではちょっと

気になるジャンルにも手を出すことができるのでよく利用させて頂いています。 

40 代 
ここに住んで図書館が近いことが一番良かったと思うことです。子供のまんがもお

いて欲しいです。 

40 代 

インターネットでも情報を得ることはできるが、体系だって物事を知るには読書は

欠かせないと考えています。自分用のもの（仕事、自己研さん）は購入することが

多いですが、趣味のものは図書館を利用し始めました。自宅で保管できる量には限

りがある為、使いわけています。こども用の絵本を借りるには、大変重宝していま

す。図書館で借りて、こどもが気に入ったものを購入するようになり、自宅の書棚

から手に取ることも増えたように思います。今後も、こども用の本をできるだけ豊

富に種類を用意していただけると嬉しいです。 

40 代 

本を読むことは好きですが、ここ何年かは育児・家事・仕事に追われ、空いた時間

はスマホを見て過ごすことが多くなっていました。子どもたちが休校になり、仕事

が休みの日も増え、スマホを見てばかりも嫌になり図書館へ足を運びました。子ど

もと「この本がおもしろかった」と読み合うのもいい時間でした。図書館の存在は

本当にありがたいです。 

40 代 
いろいろな本をよめる図書かんは私にとってとても大事です。２週に１日行くのが

私の生活のたのしみの１つです。ありがとうございます！ 

40 代 図書館は無料で様々な本に出会える大切な場所だと思います。 

40 代 
様々な知識を無料で提供してくれる夢のような場所。 本棚をみてるだけで心がお

ちつきます。 

40 代 生活の一部 

40 代 

私は本が大好きで、著店も好きなのですが、図書館という場所がとても好きです。

コロナウイルスで色々たいへんかと思いますが、ずっと、多くの人の大切な場所で

ありますように、と願っています。これからもどうぞよろしくお願いします。 

40 代 
かけがえのないものです。図書館は誰にでも開放されている。自由に知識を得られ

る、心を豊かにできる場所です。 

40 代 気軽に立ち寄れる、好きな本があって、新しい発見があるステキなところ 
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40 代 
図書館は私の生活の中の潤いです。いつもお世話になってます。ありがとうござい

ます。 

40 代 本好き、身近に図書館があるので感謝しています。 

40 代 とても役立っています いつもありがとうございます 

40 代 便利です。有難いです。 

40 代 

日野の図書館は沢山の絵本がきれいでよみやすい。又図書館ごとの個性も好き。京

王沿線からの他市の図書も借りられることを中学生の息子がおおいに利用し助か

っています。 

40 代 図書館が大好きです 

40 代 新しい本に出会える場所。本、読書は楽しい。子供との読書も楽しい。 

40 代 
本屋は今売りたい本しかないけど、図書館は本としていい本があるので探しやす

い。 

40 代 
図書館の新刊案内で新しい本を知り借りて読みます。 ネットで興味深い本を知り

図書館から借りて読みます。 図書館と本のおかげで人生が豊かになっています。 

40 代 図書館はなくてはならない場所です 

40 代 市立図書館でないものも探して下さるので大変ありがたいです。 

40 代 図書館は知識の宝庫。 

40 代 
電車の中で読む事が多い。集中できる図書館で本を無料で借りられることはとても

ありがたいことです。 

40 代 図書館は昔から好きな場所。行くと心が落ち着きます。 

40 代 
子供の絵本をかりています。自分の本は読めていません。子供は絵本が大好きで、

たくさん貸してもらいありがたいです。 

40 代 

新書もたくさん準備していただき、市立図書館の貸し出しを本当にありがたく思っ

ております。今後は経済、ビジネス書の蔵書も増えればさらに嬉しく思います。ご

検討よろしくお願い致します。 

40 代 いろいろな本を無料で読めて、とても助かっています。 

40 代 

図書館は生活に欠かせない場所です。本に気軽に触れられる環境が改めて有難く感

じました。本は心の支えになると思います。図書館の機能維持をよろしくお願いし

ます。 

40 代 

・本や読書は、金額を掛けずに新しい知識や、感動などが得られる方法としてとて

も便利な方法だと思う。 

・図書館で実際に本棚を眺めると、インターネットでの検索では見つけることがで

きなかった新しい本を探せることがある。また、高価で見かけない本でも借りて読

むことができる。 

当初はいちいち出向いて貸出・返却を行う手間、貸出期間が限られていることに不

自由さを感じていたが、今ではメリットが上回っており大変重宝しています。 
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40 代 

図書館がお休み中、本を読んでいた時間がユーチューブやドラマの再放送を見る時

間に変わりました。 

それはそれでおもしろく、図書館のない日々に慣れたかと思いましたが、そうでは

なかった。 

先日、仕事帰りに、久しぶりに入館しました。棚をぐるっと眺め、好きな作者さん

の読んだことがない本を見つけたり、特集のコーナーを覗いたり、ほんの 20,30分

でしたが、楽しく過ごさせていただきました。 

図書館には本を読む楽しみの他に安心感があると思います。 

書店は、ぐっとくるものがなく何も買わずに退店すると申し訳ない気持ちになりま

すし、レンタルビデオは同じ作品を借りると「以前も借りられてますが」と確認さ

れて気まずかったり。 

その点、図書館は、具体的には決まってはいないけど、何か読みたいなとか、この

本が面白かったから、また借りようかなとか、そういった時に、居心地の悪さを感

じずに、誰もが安心して利用できる場所だと思います。(もちろん、マナーは守って

の上でです。) 

再開してもらえて、嬉しく思います。ありがとうございます。 

40 代 

図書館は身近な場所です。 

いつもと変わらず、いろんな本があり気になる本を手に取り、時には眺めたり読み

ふけったり…そこに行くだけで気持ちが安らぐような感じがします。 

また仕事の上で必要な情報やアイデアをもらう場所であり、必要不可欠でもありま

す。 

40 代 

手にとってみないと合うかわからない実用書や、おそらく一度しか読まない小説を

借りるため、よく図書館を活用しています。 

春から通勤時間が短くなり、本を読む時間がとりづらくなり、残念です。家では落

ち着いて本が読めないため。 

40 代 

だいたいの知識や考え方を本から得てきた世代なので、ネットで軽く調べた後本を

読んだりします。 

お金が無くて買えなくても、図書館から借りられる事が、本当にありがたいです。

日野にない本を借りて頂いたりしたこともあり、高額だったり古いものは図書館が

無ければ見られなかったと思います。今後は、もう少し明るい雰囲気で、図書館で

読んで帰れるようなスペースがあるといいなと思います。仙台に行った時に図書館

が広くて明るくておしゃれな雰囲気で感動しました。仕切りのあるスペースとかが

あるとうれしいです。漫画やＣＤも置いてほしいです。ナクソスミュージックライ

ブラリーは 2週間だとあっという間に終わってしまうので、期間を長くするか、ネ

ットで申し込めるようにして欲しいです。 

40 代 

２時間程度ある通勤時間を有意義に過ごすため読書をしています。パソコンを一日

中使っているので本を読むとリラックスできます。 

子供が絵本が好きなので図書館でいろいろ選ぶことも楽しみの１つになっていま

す。 

今後もいろいろな本を読めるように揃えていただけるとうれしいです。 
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40 代 

日野に住んで良かった点の一つに、図書館がたくさんあることが挙げられます。手

芸が好きで、図書館の本で一から学び、身の回りのものをたくさん作ってきました。

他にも図書館のおかげで充実した生活が送れていると言っても過言ではありませ

ん。知識の宝庫、人生に彩りを与えてくれる場所。これからも日野の図書館を利用

させていただきます。 

40 代 
読みたい本の予約が出来て助かります。人気の本は中々順番が回ってきませんが、

用意が出来た時にメールを頂けるので便利です。 

40 代 

最近の図書館は新しい本も取り入れてくれてとてもありがたいです。 

クラフト作業が好きなので作り方などの本を何冊か借りてあっちをみたりこっち

をみたりできてとても助かります。インターネットも便利ですがやはり冊子になっ

ている方が大きくてみやすいですね。 

自分の最寄り駅に図書館ができるともっとりようできるのですが。それだけが残念

です 

40 代 

図書館で気軽に借りられるため、興味が湧けば思いつくままに本を借りて読むこと

ができて、趣味や知識の幅がとても広がる。日野市の図書館は予約から準備完了ま

でがとても早く、この予約システムには本当に助かっています。おかげで何か借り

て、常に手元に本があるという生活を送ることができ、読書をより身近なものとし

てくれています。閉館する前に借りた本が数冊あったので自粛期間中も読書ができ

てストレスなく過ごせました。人との接触に不安のある中、臨時窓口を作って対応

いただいた職員の方々、本当にありがとうございました。私にとっては今のままで

も十分に便利ですので変わらぬ運営をよろしくお願いします。 

40 代 

いつもありがたく利用させていただいております。本の検索,予約システムはとて

も使いやすいです。 

可能であれば、予約システムから他の市区町村の図書館にある本の貸し出しにも対

応出来るようになると嬉しいです。 

40 代 色々と助かっています。いつもありがとうございます。 

40 代 

自分のためだけの読書だけではなく子どもと一緒に時間をすごすツールとして活

用させていただいているのをより一層感じました。図書館に足を運ぶところから、

楽しみのひとときは、始まっているんだなと思いました。コロナのリスクをさける

為に一緒にかりに来られなかったので。 

40 代 

図書館には大変お世話になっています。読みたいと思った本はほとんど図書館で借

りられるからです。また、図書館で本を借りる際も皆様とても親切で感謝していま

す。 

40 代 
私にとって読者は生活の一部であり、図書館は生活環境の一部です。 

無くてはならない存在です。 

40 代 

図書館を初めて利用したのは小学校低学年だと思う。それ以来、こんなに長く閉ま

っていたり予約ができなかったことはなかった(と思う)。改めて、図書館は自分に

とって大切な場所だと思った。 

いつもありがとうございます。 



71 

 

40 代 

家のスペース的に本の保管数に限りがあるため、どうしても置いておきたい本以外

は図書館を利用させていただいており、図書館は私ども家族にとってはなくてはな

らない存在です。予約などとても便利なので大変助かります。子供たちも読書が大

好きな子供に育ち、嬉しい限りです。検索しても所蔵されてないものもあるので所

蔵数を増やして頂けたら嬉しいです。 

40 代 

新刊情報は興味を惹かれるものを教えてくれるものだし、書架をぶらぶら観て廻る

ことは類似の本を探せる格好の方法だし、借りた本を持ち歩いて時間がある時に読

むことは至福の時間です。図書館は私にとって人生に寄り添う宝物という感じで

す。 

40 代 

図書館から徒歩圏というのが住む場所の条件にするほど図書館はもうひとつの本

棚として、生活に欠かせない存在です。今回完全に図書館が利用できなかったこと

で、図書館の存在の大きさを再認識しました。改めて図書館＆司書さんに感謝です。

ナクソスライブラリも電話で申し込むことができてありがたかったです。今後コロ

ナ時代の図書館にはぜひ電子書籍も取り入れていただきたいと思いました。図書館

戦争の聖地の意地をかけた益々の日野市立図書館の発展を願っています！ 

40 代 

子供の頃から読書が好きで、今も余暇や家事や通院中の隙間時間に本を開きます。

図書館は読みたい本をリクエストすることができ購入しないでも読めるので嬉し

く思っています 

40 代 

自身の読書の他 子ども 2人の為にも月に 50-100冊利用しています 

図書館無しでは考えられない量の本に出会えてとても感謝しております 

いつもありがとうございます 

40 代 

 私にとって図書館の存在の有難い点は、まず興味が湧いた様々なジャンルの本が

借りられること、それが面白く、読み返すために手元に置きたいと思えば改めて購

入という形が取れること、この２点に尽きます。 

 新刊の小説などは半年以上待つこともザラですが、その間にいくらでも他の本が

読めますし、忘れた頃にお知らせが来ると意外に嬉しさも増すような（？）気がし

ます。 

 職員の皆さまのおかげです。いつも本当にありがとうございます。 

 これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

40 代 

子どもの頃から本が好きで、図書館にずっとお世話になっています。 買わなくて

も読みたい本が読めるのは本当に有難いです。 今は本も電子化されていますが、

やはり「紙」のほうがずっと読みやすいと思いますので、これからも図書館はあり

続けてほしいです。 よろしくお願いします。 

40 代 

図書館とは、近くにあるのだけれど、しーんと静まり返った上質な空間で本と真剣

に向き合う、そんな場所のままであって欲しい。静粛に過ごす公共の場であり、そ

の静粛を通して社会性を学ぶ場であって欲しい。これからも、そういう荘厳さを捨

てないで欲しい。無駄な電子音、騒ぎ声は必要無い。我慢することや、他人への気

遣いなど、日本人としての美徳を磨く場を提供して欲しい。 



72 

 

40 代 

図書館は読みたい本を購入せず読む事が出来、検索してない本は、リクエストして

読む事が出来るので有難い。 

子供たちには、今まで沢山の絵本を図書館で借りて読み聞かせも出来た。 

自分で借りた本の履歴が図書館 HPでチェック出来たら助かる(予約して借りた後で

「過去に読んだな」と気付く事があったり、ストーリーは思い出せるのに題名が思

い出せない事があったりするので・・・) 

40 代 

読みたい本（情報）をすべて自分で購入することは困難だし、無駄が多い。図書館

は、多くの情報を得るためには欠かせない施設である。すべての本（情報）を図書

館で無料でゲットしようとは思わないし無理だと思う。購入すること、図書館から

提供を受けること、そして今は無料・優良問わずインターネット上の情報を使い分

けることが必要だ。どれが欠けてもダメだと思う。バランスが重要である。 

40 代 市民の知識レベルの向上・情報発信基地に、必要な「場」だと思います。 

40 代 

時間がなくて、たまにしか読書しませんが、読書は好きです。家の近くに図書館が

あり大変便利です。図書館も好きです。これからも使用させて頂きます。よろしく

お願いします。 

40 代 

読みたい本があっても買うまでではないので、図書館で借りられるととても助かり

ます。予約をしておけば最寄りの図書館にない本も取り寄せられてとても便利で

す。 

40 代 

日野市で生まれ、住み続けて 50 年近くになります。小学生の時から図書館を利用

して 40 年程が経ちました。図書館利用、本を借りて読むことはそれぞれの時代に

おいて常に生活の一部でした。 

数年前に日野市の図書館が市民図書館の礎的な存在である事を初めて知りました。

その成り立ちを知ることになって、図書館が自分の生活の一部に溶け込んでいる事

の貴重さをはじめて実感するようになりました。逆に言えば、今まで何も意識する

ことなく自然な形で過ごせる場所とサービスを提供してくれていたのだと感じて

います。必要以上に意識させない、存在感を出さない雰囲気が日野市の図書館には

あると思います。 

コロナ禍の中でも自粛要請対象となるまで利用を制限していなかったのはすごい

なと感心しました。（そのための判断はとても大変だったと思いますが）市民図書

館の先駆けとして、市民に提供すべき課題を考えてきた伝統があるからと思いま

す。 

たぶんこれからも日野で暮らしていく事になると思います。 

今までと変わらない図書館であって欲しいと願っています。 

中央図書館は耐震工事もおこない、状態を維持して利用が続けられるようで良かっ

たです。子供の頃から利用している高幡図書館、日野図書館も既存建物で続いてく

れるとうれしいです。 

臨時休館中もホームページ等で色々なサービスの提供、発信があり楽しめました。

「図書館員の本箱」毎日楽しく読みました。毎日とは言わないですが、定期的継続

的に今後も HP上で連載して欲しいです。 
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40 代 
大好きな所♡ やすらぎの場☺ いつも本当にありがとうございます。 みんな感じ

が良くて、大好きです。 

40 代  大変助かる存在 

40 代 

10 才未満 
ゆっくり好きな本を探せる所。 とても感謝しています。 

40 代 

10 才未満 

いつも本をかして下さってありがとうございます。 とても感謝しております。 

これからもよろしくお願い致します。 

40 代 

小学 3年生 

小学生の頃、毎日高幡図書館に通ってました。今は子供達と一緒に曰野図書館に通

っています。 

お掛けで子供たちも本好きに育ってくれました。 

電子書籍が増えても、紙の書籍は無くならないで欲しいです。 

40 代 

それほど読書家ではないのですが、図書館の雰囲気がとても好きで、週に 1回は図

書館を利用しています。 

今回の自粛で、図書館を気軽に利用する事が出来なくなり、とても残念に思ってい

ました。 

本は書店で購入したり、電子書籍としても購入できる時代ですが、様々なジャンル

の本を、ゆったりとした空間の中、時間を気にせず読む事ができる図書館の存在は、

私にとってかけがえのない場所だと感じています。 

時代の流れによって、図書館も様変わりしていくのかもしれませんが、これからも

多くの人々の憩いの場所として、あり続けて欲しいと思いました。 

40 代 

近隣図書館がコロナ対応として早々に閉館し、図書館職員の皆様方もコロナ感染や

対応に不安がある中だったとは思いますが、図書館を開け続けて下さったことに、

まず感謝申し上げます。 

子供は本を読むのが早く本を借りてきてもすぐに読み終わってしまうのですが、学

校休校中も図書館で本を借りられたことは、ともすれば単調になりがちな毎日の中

で、例え 1、2日であってもとても良い気分転換になりました。 

また普段は借りないジャンル(折り紙)の本を借りたことで、長い休校期間中に新し

いことに挑戦することができ、休校中の時間はマイナスに捉えがちですが、思い返

すと得難い時間になったと思います。 

以前、子供の学校に図書館の方が出張で読み聞かせをしてくださったことがあった

のですが、帰ってきて「籠の数字を数える話が面白かった」と言っていました。 

私の母もボランティアで読み聞かせをしていた時期があり、「アナンシとゴ」とい

う話を練習のために家で暗唱していたのですが、子供が面白かったと言っていた話

がその「アナンシとゴ」で、かなりマイナーな話だと思うのですが、人生の中でま

たこの話に巡りあうことがあるとは！と、とても驚きました。 

本との出会いは偶然の賜物だと思います。図書館をぶらぶらして偶々手に取る本、

誰かに紹介される本、企画展示の中で面白そうだと思う本。 

書店で買う本は金額が発生する分、選ぶときにシビアな目にある面がありますが、

図書館は金額を気にせず、自由に気楽に本と接せられるのも魅力だと思います。 

誰もが自由に公平に本と接せられる環境にいれることは幸せだと思います。 
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40 代 

読書が趣味の親に連れられて、幼い頃からほぼ毎週日野市立中央図書館に通って本

を借りて読んでいました。高校生の頃、図書館とは勉強する場所と友達に言われて

ビックリしたくらい私にとって本と親しむ場所でした。 

今も通っています。以前は物語、小説メインでしたが最近は興味をひく分野の本も

読むようになりました。インターネットでも情報収集は出来ますが、じっくり向き

合いたい時はやはり本の方が落ち着きます。 

50 代 

子供の頃から図書館が好きで、借りなくてもランダムに本をななめ読みしたり雑誌

を見るのが楽しみです。閉館中はとてもさびしかった。電子版でも見ることはでき

るけど苦手です。 

50 代 
お金をかけることなく、また物を増やすことなく、雑誌や本を読む楽しみを得るこ

とができる図書館は私の生活になくてはならないものとなっています。 

50 代 

本を購入して読んでいる時期もあったが、本が沢山になり、かりて読む様になると

期限もあるので、いい感じに読み進められます。予約をすることもできるし、予約

の本が借りられる状況になると、知らせてもらえるので感謝しています。今後も図

書館を利用させていただきたいと思っています。 

50 代 
図書館には幅広い分野の本あがり、無料で利用できる点がとてもありがたいです。

本屋に並ばない古い本、高価な専門書もあり、本当にたすかります。 

50 代 
図書館にはいろんな本があって好きな物をえらべるので利用しやすい。（鉄道本や

旅の本がけっこうあるので良い） 

50 代 図書館では様々な本が利用できるので助かっています 

50 代 ありがたい物・所 

50 代 
小説や知識本、趣味の本など読みたい本はたくさんあります。全て買うわけにはい

かないので図書館は本当にありがたい存在です。 

50 代 
いまではてにはいらないふるい本も、図書館のホームページで予約すればいつでも

よめるのでとてもありがたい日野市立図書館。 

50 代 

いつもありがとうございます。調べごとする時に助かっています。アベノマスクで

すが必要な方が使って下さい!!集めている所をさがしていました。忘れないうちに

お渡ししておきます。 

50 代 
自分の本棚のつもりで楽しく利用させて頂いてます。 これからも宜しくお願いし

ます。 

50 代 
いつもご丁寧な対応をありがとうございます。子供の頃から図書館は心のよりどこ

ろでした。本なしでは生きていけません。これからもよろしくお願いします。 

50 代 本を購入せず、図書館で借りることができるので、ありがたいです。 

50 代 

少しでも興味を持った本があると、図書館のホームページで検索して予約するよう

にしています。わざわざ本屋で探したり購入したりせず、気軽に本を手にできるの

で図書館はとてもありがたい存在です。 
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50 代 

親が言うには私は文字を思えるのが早かったので、幼稚園年長のときには自力で本

を読んでいたそうです。人生初の本は「ふしぎの国のアリス」でした。読みたい本

はたくさんありますが、買えないので図書館はよく利用します。子どもにも本好き

になってほしいので、子連れで来ていました。読書は人生を豊かにしてくれます。

図書館はその助けをしてくれるところです。身近にいつもあって欲しい場所です。 

50 代 
自分の好きな作家の本を買わずにたくさん読むことが出来るし、知らなかった作品

や作家のことを知ることが楽しいと思う。 

50 代 図書館はよく利用します。もう少し家の近くにあるとうれしい。 

50 代 
図書館は大事な生活の一部です。読みたい本はリクエストすれば読むことができる

し、本を手に取って読んでいく時のワクワク感、これからも味わっていきたいです。 

50 代 

本は好きですが時間がなく読む機会が少なくなり今回コロナで自分の時間を持つ

ことが出来、又いろいろな本を読みたいと感じました。今携帯など電子書籍も多く

なった今やはり手にとって見れる本の大切さが分かり静かに集中して読める図書

館はとても良い空間であり大切な場所だと思います。 

50 代 

１人っ子のかぎっ子でしたので、家にいるより、図書館にいる事が多い小学生の頃

でした。中学・高校・大学と何かを考えたいけどどう考えればいいかわからない時

に、本の題名を見ながら、うろうろして、本を読んでいました。社会人になり、大

きな本屋さんでの購入がおおくなりましたが、廃刊や一度読んだ本をもう一度読み

たい時にフラッと立ちよります。このコロナ禍の時、会社の資料の参考資料を探す

ために、また在宅勤務となりましたのでこれからチョコチョコ使わせていただきま

す。いつも本を読んでいきたいと思います。 

50 代 
よくわからない事柄を調べる時、どのような本をみればよいか、関連しそうな分野

も含めてさしあたり幅広く調べることができるので助かっています。 

50 代 持病があって働けないので図書館の本には助けられています。 

50 代 
今のところ自分にとって必要な情報を得るために現在の図書館の利用で十分役に

立っている。 

50 代 

ずっと図書館を利用していました。新型コロナの発生に伴い、不特定多数の人が触

れることに不安を感じることはありますが、読みたい全ての本を購入するのも難し

いですし、感染対策を講じながらこれからも図書館を利用したいと思っています。

私にとってはなくてはならない存在です。開館すると知ったときはとても嬉しく思

いました。 

50 代 図書館は無くてはならないもの ずっと有って欲しい 

50 代 いつもお世話になっております。有難うございます。 

50 代 
伴侶 

感謝と愛情、できるなら図書館でくらしてみたい 

50 代 ないと困ります。これ以上本を増やすと床がぬける。 

50 代 
毎晩寝る前の１時間程、本を読むリラックスタイムにしています。 引越しの際は

図書館が近くにある所を選んでいます。 生活の中でかかせない物です。 

50 代 
子供の頃から日野市在住なので、図書館は生活の一部分です。自粛期間中、新たに

借りることができないのが寂しかった。 
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50 代 自宅の近くに図書館があるので、とても便利に利用している。 幸せなことです。 

50 代 いつも図書館の皆さまにはお世話になっております。 ありがとうございます。 

50 代 
書店では、どうしても手にとる（購入する）本は片寄りがちだが、図書館でいろい

ろなジャンルの本を試し読みのように読んで知識、人間としての巾が広がった。 

50 代 
多様な考え方ができ、知識を得られ、違う世界に連れて行ってくれる大切な存在で

す。 たくさんの本を利用できてとてもありがたいと思っています。 

50 代 知識の宝庫 

50 代 

いつも高幡不動の図書館を利用させて頂いております。家の近くで外出自粛期間で

も予約本の取り扱いなど柔軟に対応していただき感謝しております。今後もよろし

くお願いします。 

50 代 
日常的に使うもの。 

気軽に調べたいものを知ることができる。 

50 代 
本が大好きで図書館もよく利用しています。関心のあるテーマをまとめて借りて読

んで、その後購入したりします。自粛期間中はペーパーバックも借りて読みました。 

50 代 

・「本や読書」はわくわくどきどきを身近に感じさせてくれる大切なものです。 

・図書館のおかげで、幅広いジャンルの本に触れることができ、人生を豊かにして

くれます。 

・HPの検索も便利ですが、「ひろば」の冊子はとてもうれしいです。“おすすめの本”

を紹介してもらってる感じがします。 

・いつもていねいに対応してくれて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。 

50 代 
個人で購入すると、高額になるため、図書館でお借りできる事をたいへんありがた

く思っています。 

50 代 これからも利用したい 

50 代 あって欲しい場所。コロナ前は毎週通っていた環境でした。 

50 代 

図書館はかけがえのない場所です。これだけ利用し楽しませて頂けるために税金は

喜んで払います！と思っています。休館中、心から寂しかったです。いつもありが

とうございます。 

50 代 

〇図書館は知らない作家や絶版となっている本を無料で借りられるのでありがた

い。 

〇一方で本が売れなくなっているとも聞くので新刊は一定の期間（たとえば 1 か

月）を経てから貸出になっても良いと思います。 

50 代 開館してもらえるとありがたいです 
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50 代 

減った：図書館で借りることができなくなったので。 

どこかの書店のキャッチフレーズではないですが、まさしく「本は心の旅路」だな

と思います。知らなかったことを知り、いろんな空想をしながら読む。本を読む時

間は、至福の時だと言えます。小学生の頃は地域にまわってくる「ひまわり号」で

（外に出された箱の中から本を選ぶのが楽しみでした）、今は書店では手に取らな

いような本も読むことができる図書館に感謝しています。ずいぶん前に「移動図書

館ひまわり号」を読みました。先人たちのいろんな苦労の末、今があるのだなと思

いました。ほんとうにありがとうございますと言いたいです。これからもよろしく

お願いします。 

50 代 

本は人生を豊かにします。いろいろな分野の本を同時に読むと楽しいです。日野市

図書館のシステムはとてもいいと思います。予約の本が以前のように 50 冊までに

なるともっといいです。 

50 代 
図書館では、いろいろな本を手にできるので、（古今東西を問わず）生活に欠かせな

い施設だと思います。 

50 代 

長い通勤時間についついスマホを見てしまいがちですが、図書館で本を借りられる

と本を読める有意義な時間に変えることが出来ます。図書館はありがたい存在で

す。休館中はさみしかったです。今後図書館も変化していくならばオーディオブッ

ク等も興味があります。 

50 代 

図書館が閉まっていた間とてもさみしかったです。プラっと入って、時に掘り出し

物の本を見つけたり、ほっとする場所です。私の年代ではやはり紙の本が一番です。

閉まっていた間もたくさんのお仕事があったのではないかと思いますが、いつもい

つも居心地のいい場所にしていただきありがとうございます。 

50 代 

「館内で調べものができる」それが図書館だと思います。 貸し出しコーナーが騒

がしくなるほどのサービスは止め、静かに館内で読書できる本来の姿になってほし

いと思います。 

50 代 居場所の１つ。 

50 代 
知識、教養を身に付けるために読書は必要であり、より広く身に付けるために図書

館は重要な存在です。 

50 代 
学校図書館からしばらく、読み聞かせ期からしばらく、また利用するようになり、

一生に必須なもの。 

50 代 
いつもたくさんの知識を与えてくださってありがとうございます。 日野図書館に

は感謝の気持ちでいっぱいです。 日野図書館は偉大だ。万歳。 

50 代 

図書館で借りて読む事は気軽で購入する事なく本を手に取れるのでとても良いこ

とだと思う。予約の順番待ちがやっと次となったのにコロナで休館になってしまっ

たので長い休館に感じましたよ。 

50 代 
新しい知識や興味のジャンルを広げるために、図書館の存在は欠かせないと考えて

います。コロナ禍の状況は残念です。 くつろげる空間でもあってほしいので。 

50 代 本に触れる時間は、生活の一部。 図書館の独特な雰囲気が大好きです。 

50 代 
図書館ではＴＶで話題になった人やとりあえず興味がある人の本も気軽に借りて

読めるのがうれしい。知的好奇心が満たされると人生が豊かになった気がする。 
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50 代 
自分にとって図書館はなくてはならない存在です。日野市は充実していると思うの

で嬉しいです。 

50 代 

絶版になってしまった本が図書館にあり、大変助かったことが何度もありました。

書店では新しい本が次々と出てきますが、良い本が長く置いてあるとは限りませ

ん。ぜひ図書館では引き続き、良書は長く保管して頂けるとありがたいと思います。 

50 代 もしもなくなったら非常に困る 

50 代 

私の生活に「本や読書」は欠かせないものです。読みたいもの、見かけて気になっ

たもの全て買えればいいですが、お財布事情を考えるとそうもいかない。図書館は、

なくなると困るものです。図書館で何かいい本がないかと探すのも楽しいもので

す。 

50 代 

子どものころには「ひまわり号」で、今は図書館で、とよく利用しています。日野

市では、図書館司書さんが少なくなってしまって、本の相談があまりできなくなっ

たことは残念に思っています。ただ、ネットで市内全ての本を検索でき、予約でき

るところはとても便利になったと思います。今回コロナで図書館の窓口がお休みに

なりましたが、たくさんの本を長い間かりることができたので、とても良かったで

す。コロナという未知の事にもできるだけの対応をして下さり、ありがとうござい

ます。 

50 代 

子どもの頃から本は好きでした。両親が注文し毎月 1冊ずつ届く絵本・物語全集・

図鑑等いつも身近にあり、今でも実家にあります。図書館には、いろいろなジャン

ルの本があり、子ども達ともよく足を運びました。成長にしたがい、本の内容も変

化…楽しい思い出です。日野市外の本であっても読む事ができ、良い事だと感謝し

てます。 

50 代 

もともと本は好きでしたが、親になり、子どもへ読みきかせをする影響で、数々の

絵本を知り、子どもの年齢に合わせて一緒に本の世界が広がりました。図書館は子

育てする親子にとってなくてはならない場所、また、子育て終了後も生涯学び続け

る人達にとって大切ないやされる場所です。 資料の管理等日々の業務に忙しい事

と思いますが、地域の人々の為にこれからもより良い図書館環境作りをめざしてい

って頂きたいと思います。よろしくお願い致します。 

50 代 図書館は子供の頃からなくてはならない大切な居場所です。 

50 代 なくてはならないもの 

50 代 

本の購入（新聞・雑誌なども）は金銭的に無理なので、図書館で本が借りられるこ

とは大変経済的に助かっています。又、様々なジャンルが読みたいときに直ぐ手に

取ることが出来る図書館は楽しいです。 

50 代 

本屋さんで気に入った本は購入しますが、ちょっと読んでみたいなぁと思う本は図

書館で借ります。今、いろいろなジャンルの本を借りることができ、とても楽しい

し嬉しいです。図書館は大切な空間です。特に高幡図書館は絵本コーナーも広く席

も広々としていて良いなぁと感じます。 

50 代 必要不可欠なものなので、いつも感謝して利用させて頂いています。 

50 代 読みたい本がよみたい。調べたい資料がすぐ入手したい。 

50 代 絶対必要な場所 
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50 代 

インターネットはいつでも即調べたりするのには便利ですが、じっくり何度も読み

返すときはやはり本がベストです。購入しなくても、身近で借りることができる図

書館はありがたいです。私は、最近、趣味のパッチワークや編み物の本を利用して

います。コロナで社会が大変な時ですが、できる範囲で理解しています。ご苦労様

です。 

50 代 時間にかぎらず利用したい 

50 代 ほんとうにありがたい存在です。 

50 代 図書館はどんな人にも開かれた場所で、ほっとできる場所です。 

50 代 

本は大切で必要。自分が子どもの頃は（八王子市）図書館が無く（場所も知らなか

った）、学校もできたばかりで本があまりなく、ほとんど利用することができなか

った。（日野市がうらやましかった）親が本を読まない人だったので、少ないおこづ

かいから１冊ずつ本を増やしていた。当時（1970年代）は良質な少女マンガ（ベル

バラなど）が、本の入り口であったように思う。これからは格差社会がますます大

きくなる。本を読まない親、買ってもらえない環境の子ども達のためにも、今ある

図書館が大切にされ、ますます充実していって欲しい。また大人にとっても生涯学

習の一番確実でお金がかからない。また、「AI で仕事が変わる・なくなる」という

ような変化の多い社会に適応していくためにも、本による情報は大切だ。ネットは

うっかりすると、フェイクニュースや片よった思想に影響されるからだ。書籍は、

著者だけでなく編集者・出版社の名前がはっきりしているし、責任をとってくれる。

ただし本屋さんの店先にはヘイトの本、あやしい宗教の本があったりする。（私も

一時ネトウヨの本を読んでしまったことがある）新聞・NHK も今はかなり危うい。

良心的な職員がいる（信じてます！）図書館の方がずっと信頼できる。図書館には

これからもがんばって欲しい。 

小・中学生の子ども達には、マンガでも良質なものだったら、読まないよりずっと

良い。自分一人では買えない高価な美術の本も図書館ならでは。 

コロナのこともあり、これからはますます本が必要になる。がんばって欲しい。 

★予算は減らさないで欲しい。なくさないで欲しい。むしろ増やして欲しい。 

自分は本が好きなので、本は借りるが、ほとんど購入している。（キンドルもよく利

用）知人には本は買わない、借りると公言している人もいるが…。子どもには読み

聞かせしてても自分は本を一冊も読まない（マンガも）ママ友も多く、びっくりし

たこともある。子どもに読み聞かせしてない人もいるだろう。子どもに本を読むき

っかけを与えて欲しい。本をよく読む人間は、本を読んで得したことはいくつも感

じてるだろうが、本を読まない人は、それがまったくわからない。想像もつかない

のだろう。子ども達、小学校からアイパッドなど導入して、IT 先進国に追いつく努

力も必要だけど一方で、本も必要。言葉でいいつくせない。 

50 代 

小説、実用書、普段手にとらない分野の本も読む機会を下さる、とても大切な場所

です。今まで経験したことのない日々の不安が焦るようなニュースばかりだった自

粛期間に、平常心を保つことができるアイテムが本です。目にも優しいです。 

50 代 
読書したいです。閉館の時は困りました。購入する程ではなくてもちょっと読んで

みたい本、というのはあるので。開館になって本当によかったです。 
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50 代 いつもお世話になっています。 これからもどうぞ宜しくお願い致します。 

50 代 

唯一のしゅみが読書なので図書館が沢山ある日野市はとても好きです。 これから

も様々な本を読みたいと思います。なくてはならない場所です。 職員の方々もし

んせつだと思います。 

50 代 

私にとっての「イメーヂ」 

 ・ひまわり号の音楽（50年前～）／２階クジラの骨 

 ・中央としょかん下の湧水、サワガニなど 

50 代 

図書館で借りて読んだ本の中に、手元に置きたくなる本があります。その数は決し

て多くはありませんが、一生の内で数少ない貴重な出会いのようなものなので、こ

れからも新たな出会いを求めて図書館を利用したいと思います。 

50 代 

仕事と育児でヘトヘトな時期でも、休日に図書館に行って本を選ぶのが楽しみでし

かたがなかった。通勤のわずかな時間と昼休みだけがわたしの読書時間だった。当

時は貸し出しが４冊までだったので、厳選に厳選を重ねて家に持ち帰ったことをよ

く覚えている。今回、コロナ禍で予約本だけの貸し出しになり、ついに閉館になっ

たことはしかたがないと思っていたが、やっと通常通りに開館したとき、自分でも

驚くほど嬉しく、図書館のありがたみを痛感した。新着図書の棚に、不思議と今の

自分にぴったりの本が待っていることがたびたびある。今回も、開館と同時にそん

な出会いがあった。 

50 代 

私にとって図書館は本と出会う場所ですね。本屋さんは、新刊ばかりになってしま

い、古い本にあまり出会えなくなってしまったので。新しい本でもチャレンジしや

すく、気に入った本は購入するようにしています。これから年をとって仕事をリタ

イアしたら、散歩がてら通ってしまうかもしれません。時間の長短は別として、居

心地の良い場所ですあってほしいです。 

50 代 
図書館は本屋とは異なる本が置いてあるので、とてもありがたいです。 

閉館中に図書の整理がされて、きれいなりました。ありがとうございます。 

50 代 

無料で書籍を貸し出してくれるのは、本当に有難いです。また、古い新聞記事につ

いても、国立国会図書館のデータベースと連携してくれていることで検索・印刷で

き、とても助かっています。中央図書館のトイレが綺麗になって、感動しました！！

唯一、便座クリーナーが有れば完璧だと思いました。ご検討下さい。 

50 代 

身近に図書館があることがとてもありがたいです。 

中央図書館は赤レンガの建物が湧水や木々の緑に囲まれている佇まいが好きです。

ずっと変わらずこの風景を残していってほしいです。 

50 代 

自分が身をおいているのとは違う世界を見せてくれるもの。 

知識を得る時もあれば、感情を動かされることもあり、刺激を受けている。 

自宅にいながら検索できることが非常にありがたい。気になる本があれば買う前に

まず図書館にないか検索している。 

そして、読んでみて手元に置きたいものは購入することもある。 

本に触れる機会を格段に増やしてくれる良いシステムだと思う。 

50 代 
便利な場所 

市民の重要な権利 
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50 代 

子どもの頃から読書はなくてはならないものだった。ネットや電子書籍の方が便利

な面もあるが、図書館で並んでいる本から探し出す方がピンとくる場合もあり、字

も読みやすいので、今後もきっと生活に欠かせないものであり続けると思う。今ま

でいくつかの自治体に暮らしたが、館数も多く、日野市が最もサービスとして利用

しやすいと感じている。 

50 代 
図書館から常に数冊の本を借りて読んでいます。生活の一部と言っても過言ではあ

りません。これからも利用させていただきます。 

50 代 
ずっと楽しい趣味。 

日野市の図書館は本当に便利でありがたいです。 

50 代 

子供のころから図書館に入っていたが、最近子供と一緒にまた図書館に行くように

なって新しい本も借りれるのだなとうれしくなりました。待っていてやっと読める

ようになった時の喜びをなんだか子供のようにかみしめています。これからも新旧

交えた本の提供をお願いします。 

50 代 なくてはならないものです。今後ともよろしくお願いいたします。 

50 代 

日野市立図書館が日野市に存在することが、日野市民であることの大きなメリット

であり、誇りでもあると思います。大学時代に、自分が住む日野市の図書館が特別

な図書館であることを、図書館学の教科書で知りました。今回のステイホームの時

期に、現在の日野市立図書館も、気概のある誇り高い図書館であるということを、

図書館の様々な対応やホームページで発信される情報から感じていました。新型コ

ロナ対策で、図書館職員の皆様も業務が増えて大変だと思います。どうぞ、あまり

ご無理をなさらないでください。いつもありがとうございます。 

50 代 
興味のある本を手にして知識を得ることは、生きがいの一つになっています。 

図書館運営に携わる皆様ありがとうございます。 

50 代 
本は なくてはならないもので、心の中が潤う。それを手助けしてくれる図書館は

有難い存在です。 

50 代 

図書館は、私にとって無くてはならないもの。読みたい本をリクエストすると、順

番待ちがあったとしても、きちんと回ってくるし、図書館には無い本も購入してく

れて貸してくれる。手元に置きたい本は自分で購入するけれど、とりあえず読みた

いと思う本は図書館で借りて、それから自分でも購入するかどうか判断することも

ある。本当にお世話になっている。 

50 代 

おそらくは自分では買わないが、図書館で何気なく手にとった本がとても面白いこ

ともあり、ネットではないことだと思う。ネットでは興味のあるものを探している

ことが多いため、全く考えてなかったような本には出会わないと思う。 

50 代 

自分にとって図書館とは、知識や情報、娯楽の元となる書籍を無償で提供してくれ

る、なくてはならない公共サービスです。図書館から借りた本のおかげで自分の世

界がかなり広がったのは確かです。 

50 代 
読みたい本が沢山あり、それをネットで検索できること、そして予約できることが、

日野市の図書館の大変便利な点です。これからも、蔵書の充実を図って下さい。 
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50 代 

私の生活にとっては、なくてはならないものです。 

ネットで情報は得られる時代ですし、本も電子書籍で読めますが、脳への残り方が

違う気がします。 

私が子どもの頃の中央図書館は最先端の図書館だったと記憶してます。 

ネットからの予約の仕方も分かりやすいですし、これからも利用させていただきた

いです。 

50 代 

図書館があるお陰で大変助かっています。全部購入していたらお金がいくらあって

も足りません。ありがとうございます。 

本は知識吸収や娯楽にとても良いものなので、図書館で借りられる事が続いて欲し

いです。 

一方、日野市図書館はビジネス分野の新刊が薄いので充実をお願いしたいです。 

また、23区内の図書館と同レベルの開館時間となるよう希望しています。 

50 代 
子どもたちが小さい時に多摩平図書館があったらよかった。 

自分が子どもの時、本を読まなかったので、今後はたくさん読みたい。 

50 代 

小さい時から読書好きで、中高大学生時代は、乱読状態でした。おかげで、いろん

な知識を得ましたし、今の仕事にも大いに役に立っています。インターネットでの

知識や動画での理解は有益ですが、読書でえるものとは、質や認識の仕方が違うと

感じています。読書の習慣のせいか、ものを考えるときに、頭の整理をするために

分野の違う本を読むようなところがあります。論理だてて、ものを考えられるのは、

読書の習慣のせいだと思います。日常生活や仕事で好奇心を刺激されると、知りた

いという要求が抑えられないので、日野図書館の蔵書によく助けられています。安

月給の身で、図書館で思わぬ本をみつけることができることに感謝しております。 

50 代 

読書だけをして引きこもって暮らしたいとずっと思っていたが、この度の自粛生活

で叶えられた感じがした。 

本に囲まれて暮らしたいが高価だし、スペースもない。 

図書館は世界で一番好きな場所と言ってもいい。 

50 代 
図書館の皆様のお陰で読書（最新刊も入手困難な本も、分野問わず）ができ、それ

が今の生活の、心の支えとなっている。どれほど感謝してもしきれない。 

50 代 

コロナ状況下や非常時でも、やはり図書館のような公共性のある施設が利用できる

ことはこの上なく有難い事です。運営には 多くのご苦労があるかと思いますが 無

理なさらない程度で構いませんので 今後も運営を お願いいたします。m(_ _)m 

50 代 図書館はなくてはならないもの。 

50 代 

私にとって、図書館で過ごす時間は週末の習慣であり、他のことを忘れ静かに過ご

せる貴重な時間であった。しかし、今回のコロナ感染症対策で図書館に行くことも

できず、そして自分自身の読書方法にも変化が生じてしまった。紙媒体から電子媒

体へと変化せざるを得なかった。今後もますます電子媒体での読書に依存していく

と思う。図書館でも電子書籍の貸し出しなどをしていく時代が来てるのかとも思う

し図書館の役割も変化するのだと考える。それでも、紙で 1ページずつ読み進めて

いく時間は私にとっては至福の時間であり、図書館という場所が好きなことに変わ

りない。 
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50 代 

    人と人、人と本、人と空間。それぞれが感じる心には、誰ひとりとして同じで

はなく、大切なもの。それを満たしてくれているのが図書館で、大変ありがたい存

在である。 

    誰もが読めて調べて、知識や娯楽を得られる図書館。公共の施設だからこそ勝

手なことはできない。図書館は、本と利用者と支えてくれる職員がいて成り立つ。

自分が読みたい本や調べたいことは、みんなの理解と協力があってできるんだと思

う。 

     今回の臨時休館には、多少の苛立ちがあった。ホームページは理解しづらく、

他市が休館だから我が物顔でやってくる人がいて、なんとも利用しにくかった。待

つのも大事だ、そんな思いがずっとある。居心地のいい場所になるまで、まだまだ

かかるだろう。それでもいい。大好きな場所だから。 

50 代 

いつもお世話になっています。 

緊急事態中も、予約作業など大変だったと思います。お疲れ様です。どうもありが

とうございました。 

本は心の栄養です。本の世界に入り、想像の翼に乗ることで、何処へなりと行け、

いろいろな人物の心を知ることができます♪ 

50 代 
数多くの本を読む機会を与えてもらい、ありがたく思っています。 

引き続き、お世話になります。 

50 代 
空いた時間により新しい地図や地域に関する情報を得る場としてなくてはならな

いもので趣味に関する雑誌や本も手にとることができる。 

50 代 

ネットで情報を簡単に得られる昨今だが、正確では無い情報もある。 

その点、出版されている本の方が確実だと思われる。 

最近は図書館でも新しい本が多く、大変助かっています。 

また、経済的に本の購入が難しい方でも読書出来るので、大切な場所だと思います。 

状況が変わり、色々と大変かと思いますが、お身体に気をつけつつ、みんなで頑張

っていきましょう。 

50 代 

本が増えて困るので図書館はありがたい存在です。いつもありがとうございます。

子どもは多摩平の昔のこども図書館が大スキでした。幼稚園のかえりに毎日のよう

に利用していました。その子どもは本好きになり、図書館のおかげだと思っていま

す。ありがとうございます。 

60 代 

本を読むことは日常的な行為なので、図書館はとても大切な場所です。これからも

豊富な本があると助かります。マンガもすぐれたものがあるので図書館にも設置す

る必要があると思います。 

60 代 いつも利用しています。ありがとうございます。 

60 代 

多摩平図書館が近いので、本はほとんど購入せず利用させていただいています。緊

急事態宣言に伴い休館になった時は日ごろのありがたさが身に沁みました。図書館

で働いて下さっている皆様ありがとうございます。感謝です。 

60 代 
仕事において図書館の本が非常に役に立っている（資料などに使わせてもらう）の

でとてもありがたいです。 

60 代 「知は力」その泉が図書館だと思います。 
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60 代 常に使えたほうがよい。 

60 代 百草園駅前に図書館があることにすごく感謝です。有難いです。 

60 代 
なくてはならないものです。電子書籍は読めません。出かける時、一冊持っている

と落ち着きます。ますますの図書館の充実を希望します。 

60 代 

テレビや SNSなど情報は以前より増えていますが、断片的だったり、かたよりがあ

ったりします。気になったことについて広く深く知るには書籍が適していると思う

ので、今後も本は必要です。図書館で棚に並んだ本をながめると、知らなかった本

との出会いもあり、楽しみです。 

60 代 よく利用しています。いつもありがとうございます。 

60 代 

心が満され、癒されること。そして希望と夢を与えて戴ける読書。いつも好奇心全

開でいたいので、良い本に出会える楽しみを温めております。移動図書館に感謝し

ております。ありがとうございます。 

60 代 

わが家の読書ライフは、すべて日野図書館の本で形作られています。本当にありが

とうございます。今後も休館期間中も予約本だけでも貸出していただけるとありが

たいです。 

60 代 いつもありがとう。 

60 代 
無になれる一時です 図書館はなんかしなければという思いになりますが、そのあ

とがつづきません 

60 代 老後の余暇を過す為の、必要不可欠です 

60 代 日常生活の中のほっとできるとき・場所です 

60 代 図書館がないとすごくさびしいです。開館されてとてもうれしいです。 

60 代 

図書館に行く第一目的は週刊誌を読むこと。昔話題になった本、例えば「バカの壁」

「思い出トランプ」など目について読む楽しみ。しかし下重暁子氏の「家族という

病」、城山三郎氏の「毎日が日曜日」は見当らない。 

60 代 

私にとって本は生活の中にくみこまれていて一部です。本を読むことは大好きで大

切です。図書館にはいつもリクエストを出して、とてもお世話になっています。あ

りがたく思っています。コロナで孫達が家に来ていて大忙しでほとんど本を読めま

せんでした。自分の生活のリズムを取り戻し、又好きな本読みたいです 

60 代 

私の読書の入口は「子育て」です。当初は読み聞かせをと自分に言い聞かせ我が子

とページをめくり沢山の出会いがありました。若い頃は理科年表くらいしか脇には

なくほとんど避けて来た感もありました。初めての土地で不安だらけでも子と通っ

た図書館、知らず知らずのうちに「自分の為」にと借りる本も増えました。世界が

拡がりました。一歩外に出て図書館へベビーカーを押し、今日も人と話が出来たと

育児ばかりの日々に大事な大事な時間でした。救われました。今や「本」は宝物で

す。60 才を超えても 20 才に戻れる！幼子の気持ちに戻れる！「またどうぞ」とお

っしゃって下さる図書館の皆さまに心温まり家路につきます。通える図書館…いつ

もありがとうございます。これからもお世話になります。 

60 代 
本は好きで良く読んでいましたが最近は少し遠くなっています。図書館は色々中近

かくなり買ったりせずとても助かっています 
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60 代 

昔は本を買って読んでいましたが、家に置いておく場所が大変なのと、一度読んだ

本を又読み出すとおもしろくないので読まなくなり、買うのを止めて図書館で借り

て読むようになりました。ありがとうございます。 

60 代 大変ありがたい存在です。今後も宜しくお願いします。 

60 代 

特定の作家の新刊への期待、新しい本との出会いなど図書館はワクワク、ドキドキ

します。年令の為か読むスピードが落ちましたが、手元に本がないと落ち着かない

気分になります。本を選んでいる時間が楽しい時間になっています。 

60 代 心の安定のために読書は私にとって必要です。近くに図書館があって助かります。 

60 代 
本が山積みされている場所で好きな著者、話題の本を読むと集中して読める。図書

館はカフェではないので BGMはいらない。 

60 代 

図書館は私にとって必要不可欠な場所です。ネット情報よりも正確で内容も確実。

どんなニーズにも対応できるので図書館にいるだけで気持ちが前向きになり、意欲

が沸き楽しい満たされた思いになります。 

60 代 

自分で本をお金を払って買わなくても読みたい本が図書館に行けば、借りて読める

ので、経済的にたすかる。あと、いろいろな本がたくさんあって、無料なのが嬉し

いです。コロナで大変ですが、利用できる事に感謝しています。 

60 代 

活字中毒です←こんなコトバはすでに死語かもしれませんが…。サイロスストーリ

ーなど、苦しい現実から少しはなれると、またどうにかしようという気持ちになれ

ます。あれもこれも読みたい私は、まず図書館で探してみます。気に入れば購入す

ることもあります。また、本の背表紙をながめているだけでも楽しい！けっしてフ

トコロがユタカでない私にとって図書館はパラダイスです。 

60 代 毎月利用させてもらっています。とても必要なものです。 

60 代 
心のオアシス。図書館は必要欠くべからざる行政サービス。日野市の図書館も他の

図書館もサービスがゆきとどいていて満足している。 

60 代 

・本を読むことは生活（人生）の中で欠かせないことです。この本を読みたいと思

って購入することも多いのですが、図書館を利用することも多いです。全集（最近

では宮沢賢治）やシリーズもの、一度よんで気に入った作家のものを何冊もよんだ

りということで利用しています。全て購入できませんので図書館はありがたいで

す。又、本のある空間が好きで借りる目的がなくても図書館で時間を過ごすことも

好きです。思いがけない本との出会いがあります。 

・電子辞書や電子書籍が多くなっている時代ですが、私はその本の重みや紙質、表

紙などの 1 冊 1 冊違うところに作家やつくり手の愛情やこだわりを感じて好きで

す。 

・本は自分の感情を代弁してくれたり、違う世界につれていってくれたり、そして

もちろん知識の泉でもあり、本がない生活は考えられません。若い頃に読んだ本を

再読すると又違った感情や発見があります。日野市は本館と分館とたくさんの図書

館があり本当にうれしいです。 

・働いているのでできれば開館時間が 8時までとも思いますが、一方で図書館で働

く人の労働時間がのびるのもいかがなものかと思います。いや、やっぱりいまのま

まで大丈夫です。 
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60 代 ないと困るもの。 

60 代 

知識や情報を得たい時又時間があって小説を読みたい時に読んでいます。ねんきん

ぐらしとなりとしょかんでほんをかりられるということはたいへんありがたいこ

とだと常日頃思っております。 

60 代 図書館はあるのがあたりまえの不可欠なものです。 

60 代 知の貯蔵庫 

60 代 
より良い図書館になるように願ってます。コロナの中、職員の方は大変だと思いま

すが、頑張ってください。 

60 代 
生活を豊かにしてくれる図書館は本当に必要と感じた。コロナ自粛期間でした。図

書館は文化の砦のひとつ。感謝しています。 

60 代 
知識を得たい時などに利用。情報を気軽にたくさん得られるので、図書館はなくな

ってほしくない場所。 

60 代 楽しみのひとつ。 自分では気がついていない本がえられる。 

60 代 身近な読書対応できる施設 とても助かります 

60 代 

自粛生活がはじまり、普段多忙で読めない本をお借りしようと思っていた矢先に閉

館…残念でした。でも、孫の保育園もいけなくなったのでかえって時間が取れず結

果的には同じことでした。家が近所です。図書館の存在は人生の資産と思っていま

す。プライスレスな宝ものです。ありがとう！ 

60 代 手軽に本が読める 

60 代 いろいろなジャンルの本をよめること。クラッシックの CDを置いてほしいです。 

60 代 

（インターネット）利用できるが目が疲れるのでなるべく使わないようにしてい

る。 

図書館とはたまたま至近距離に自宅があり、毎日の様にお世話になっております。

改築も済んで快適さも増し、あと一つ要望するとすれば２F の机上の照明を新しい

目に疲れないものに変えて頂ければ嬉しいです。技術の発達で、視覚障害者の方々

への支援の機器も様々な物が開発されてきているようですが、まだまだ「音読」も

ジャンルによっては価値の高いスキルであり募集がもし将来あれば応募したいも

のだと思います。 

60 代 
図書館、書道の法帖が借りられ助かります。読書は、一日の中での「至福の時間」

です。老眼で疲れるので長時間読めないのが残念です。 

60 代 

家から近い場所に中央図書館があり、助かります。子供の頃から本好きなので、本

はなくてはならないものです。本に命を助けられたこともあります。私の夢はいつ

か自分の作った絵本が図書館の棚に並ぶことです。いつもありがとうございます。 

60 代 御図書館が自宅近くにある幸福を日々増々感じています。ありがとうございます。 

60 代 

図書館には様々な本が置いてあります。それまで手にとって読もうと思わなかった

本にも出会う機会となります。今まで読んでこなかった本を読むことで感動したり

考えが広がっていくと思います。電子媒体もありますが、それまでの自分は選ばな

いだろう本に出会う場として、図書館は大切な所と思っています。 
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60 代 

図書館で本を借り、時間があれば読書をしていた日常がコロナによって中断され、

とても不便でした。再び図書館を利用できることになり、改めて図書館の有難味を

実感しております。これからも続けて利用したいと思います。 

60 代 図書館は経済的にもやさしいオアシスです。開館を待ちこがれていました。 

60 代 
図書館がなければ、とても困る。本は買わずにほとんど図書館で借りている。なる

べく閉館しないでほしい。 

60 代 
知識を得、色々な分野の情報に触れると共に、一番身近な娯楽です。近くに図書館

があり、普段手に取ることのない本や雑誌も読めるので、とても助かっています。 

60 代 
小さな頃から本が好きで読書は一番の楽しみです。購入せずに好きなだけ借りるこ

とができる図書館は日野市の住民でよかったと感じる一番の思いです。 

60 代 

今、図書館で小説、児童書、手芸などの本を借りています。 緊急事態宣言の直前、

あわてて 10 数冊の本を借りて、この何ヶ月かを過ごしました。 孫が本の好きな

子になって欲しいと思い、時々プレゼントするのですが。本屋さんを巡り、希望の

本を手に入れるのに苦労をしています。 図書館ではホームページから簡単に検索

が出来、何とありがたいことかと思います。 又、ホームページを拝見して、子ど

もたちのためにたくさんの取り組みをされている事に驚きました。 自粛の間、今

までの取り組みが子どもにも、小さな子を抱える若いお母さんにも心安らかに過ご

す知恵になってくれる事を願っています。 

60 代 

図書館を利用するのは、本をお借りする事以外にカウンターの中にいる職員の顔を

見て本を通しての会話する事が楽しみなのです。検索機能付きの自販機みたいな無

人カウンターだとしたら、さぞ殺伐としたものになるでしょう。どうぞ今まで通り

笑顔で利用者を迎えて下さい。本をお借りしていて作家の手間・暇をかけて作った

作品を図書館を利用することでタダにして読むというのにもちょっとひっかかり

があります。（変かしら）。１つの図書館で何人もが読みそれが全国となるとかなり

の人数になります。多分作家の方は手にとってもらえることは喜びでしょうが…～

どんなものでしょうか。いつも利用しながら、そんな事を考えてしまいます。（本が

どんどん売れている時代だったら何とも思わなかったでしょうが）これからも、利

用させていただきます。感謝しています。つまらない事を書いてしまいました。 

60 代 

若い頃は読みたい本がたくさんあっても時間に余裕がなく過ぎていきましたので

最近の本に限らず読みたかったものを手に取ることのできる図書館はたいへん有

難く思っています。 

60 代 読書は日常であり、図書館は居心地の良い空間、気持ちが落ちつく場。 
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60 代 

①私は現在 68 才です。毎日通勤で本を読んでいましたが、定年後、はじめて図書

館を利用するようになりました。定年をすぎると会う人も限られてきますし、毎日

の会話の数もへりました。 特に若い方との会話がへり刺激が少なくなります。 

メディアからの情報はあふれんばかりに押しよせてきますが、消化しきれません。

読書からとは異なり時間が早くすぎ、なぜかうすっぺらで心に残りません。 文字

の中に込められた「情」や「思い」が違うのです。 つきなみですが人生を豊かに

してくれます。 遠いところへ連れてってくれるような気がするのです。 

②図書館で歴史セミナーや最近の経済についての講演をしてくれませんか？有料

でもかまいません。 今後もよい本をお願いします。 

60 代 大切 市はもっと力を入れるべき。 

60 代 
紙をめくる楽しみは、何物にもかえがたいのですが、貸出しない期間がもう少し長

かったら電子書籍に移行するつもりでした。 

60 代 好奇心ある限り利用したい 

60 代 

多趣味な私ですが、トップが読書。子どもの時から変わりません。 おかげで何の

ストレスも無くコロナ自粛を過ごせました。年令のせいか電子〇〇というのが苦手

で、やはり紙のにおいと本のページをめくる動作が好きです。高価な本を沢山読め

るのも図書館のおかげです。（本当に助かる！）スマホやパソコンでとても便利な

世の中になっていますが、あえて本で調べ物をしてコツコツと知識を身に付けるの

も大切だと思っています。いつまでも「本」という物が存在する様に祈っています。

私が生きているうちに「梵書坑儒」などありませんように・・・（笑）。今後も体力

を維持しつつ晴耕雨読を楽しみたいと思っています。図書館様 ありがとう。 

60 代 

図書館は私にとって、生活するうえでとても必要なものです。自分の本や買うこと

もできるのですが、借りて読みたい本や、専門の本は参考にしたりして使うので図

書館が欠かせません。日野市の図書館サービスのさらなる充実を期待しています。 

60 代 
本は私にとって欠かせないものです。図書館のスタッフの方、いつもありがとうご

ざいます。 

60 代 

いろいろなジャンルの本があり、月曜日以外はいつ行っても開いているので便利に

利用させていただいています。本のページを折ったりする人がいるので、その点は

こまりものですね。 

60 代 
読書は人生にちょっと何かをプラスしてくれます。図書館はそのささえになってい

ます。 

60 代 

豊かな人生の大きな支えだと思う。人間の文化遺産の宝庫とも、また心の支えにも

なるもの。特に、図書館は、その読書をするための情報源、必要とする本を提供か

つ紹介する機能を有する、重要な機関だと思う。この期間中、有意義に過ごせたの

も、読書ができたからである。読書したい本を予約してそろえていただき感謝。読

みたい本をリクエストすればよいシステムをつくっていただいて感謝。たくさんの

感謝を図書館活動を支えていられる方々にささげます。コロナ禍中も、開館し続け

て下さり、有難うございました。 

60 代 
図書館が大好きです。いつも長年お世話になり続けています。ありがとうございま

す。 
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60 代 
図書館が大好きです。また普通に図書館を利用できるようになり大変喜んでおりま

す。いつもありがとうございます。 

60 代 楽しい時間が過ごせます。 

60 代 

情報はスマホと本からですので、よく利用します。自分の趣味から読むものも多い

ですが、本の紹介のところからもおもしろいものをみつけて読んでいます。リクエ

ストも欲しい本を購入、または取り寄せしていただきうれしい限りです。リクエス

トはいつでもどうぞ！！といっていただき、おねがいしやすくなり、友人などにも

必要な本は買うか、近隣から取り寄せてくれるとお教えてあげています。 

わからない事も質問しやすくて窓口の方々はやさしく対応もとても良いと思いま

す。いつもありがとうございます。 

60 代 
ある意味、現実逃避の部分もあるが、自分の知らない世界を知ることができる。知

識がふえてゆくのは楽しい。年齢的に限りがあるので。金銭的にありがたいです。 

60 代 衣食住と同じく図書館は必要不可欠な存在 

60 代 なくてはならないもの 

60 代 
〇他の人の考えていること思いを知ることができ他の世界へつれていってくれる。 

〇ふらっと行けて落ちつく空間です。 

60 代 

この頃は読んでも内容を忘れてしまうこともあり、残念だし時間を生かせていない

と感じる。心に残ったことはメモを取るようにした。日野市は周りの他市が閉(休)

館しても開館期間が長くてうれしかった。雑誌の付録はどうしているか、が気にな

る。視力が悪いので電子書籍は読まない。百草（図）は書架に西日が当たっている

のが気になる。日野市は図書館が多いと思う。東京がそうなのかも？今まで住んだ

横浜市（40年前）静岡市（20年前）伊勢市（16年前）より多い〈府中市（25年前）

は多かった。〉日野市に来てから自分の自由時間が増えたことも重って読書量が増

えた。未知の雑誌も知ることができ、興味も広がったし、子供の頃読んだ本を読み

返したりし、図書館は必要な施設。図書館があれば”おひとりさま”も怖くないと

思う。団地等高齢の人が多い地区にもアピールしてあげて欲しい。 

60 代 自分自身への「ごほうび」を提供してくれるのが図書館 

60 代 
退職して時間があり図書館は好きな読書をするのにとても活用できありがたいで

す。コロナ禍の中大変なお仕事をありがとうございます。 

60 代 生活の重要な一部です。 

60 代 
普段から大いに利用させていただき感謝しております。 ネット予約は大変良いシ

ステムだと思います。（図書館側はたいへんだと思いますが） 

60 代 

図書館は私のオアシスです。外出自粛の時は、本当に困りました。新しい本もどん

どん入れて欲しいです。 

もし良かったら自宅にある本を寄付したいのですが、不要ですか？ 

60 代 がんばって下さい。 

60 代 図書館のいろいろな本は、知的な興味を満たしてくれる、重要な施設です。 

60 代 知識の宝庫であると同時に、想像力が掻き立てられる。 
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60 代 
☆ゆっくり選べる ☆じゃまされず自分のペースで読める ☆本だけでなく静か

で落ちつく ☆窓からの緑がとても良い ☆図書館はありがたく大切な場所です 

60 代 

身近に図書館があって本当に良いと改めて思った。家にある本だと限られているの

で、たくさんのいろいろな本を読めるのは嬉しい。またこれから歳を取って、時間

がたくさんできるので図書館で過ごせることを願っている。 

60 代 駅前にあるので便利で助かります。 

60 代 
子供達もとうに巣立って 1人の時間が増え、読書したいという気持ちがどんどん増

しています。「図書館」があって本当に良かったと思っています。 

60 代 
物欲がないので本を買って取っておくという気持ちがない。図書館は自分の書斎と

思えばすばらしい空間 

60 代 
休館になると困ります。図書館は趣味の手芸の本にしてもミステリー本にしてもな

くてはならない物で、生活の一部なので本当に助かります。 

60 代 興味がある情報・事柄をじっくり調べられるので助かっています。 

60 代 近くに図書館があるので、便利に利用しています。 

60 代 

本はかけがえのない友人です。紙媒体で文字を読むことが好きです。感動した時は

本を抱きしめて泣いたり笑ったりしています。図書館には、家にない本（持ってい

ない本）を借りにゆきます。借りて読んで、やっぱり手元に置きたい本は、あらた

めて購入します。図書館閉館の時はさみしかったです。が、家にある昔の本をひっ

ぱり出して、「温故知新」という感じで読書していました。（昔は文字のポイント小

さかったですネ！）とにかく「読みたくて読みたくて…」というタイプの人間に育

ってしまったので…（笑）乱読！ 

閉館中（休館中）に、「図書館戦争」の映画を WOWWOWで見ました。本好きには、「た

まらない気持」（いろんな意味で）になる映画でした。「日野図書館」という名称が

出てきた時、ひまわり号のことも思いました。図書館の利用者であることがすこし

誇らしかったですヨ。今回は“興味ある本を自由に読めることの幸せを失いたくな

い”と強く感じた「休館」となりました。（「幽閉」されている感じの方が強かった

かも）「休館」は、大切な友人が「病欠」しているような、寂しい気持になりました。

再開はまさに再会でもありました。図書館は、大切な友人・本のおうちだと思いま

す。働いているスタッフの皆さんは、本のお世話をしている本の家族のようなもの。

スタッフさん含めてのまるごとが図書館だと思っています。お～い図書館！再開

（再会）うれしいよぉ～！ずいぶんと長い間会えなくて、寂しかったよ～！”お話

し会がまたできるようになると良いね！！子供たちも待ってるよぉ！！ 本がな

くては生きてゆけないくらい「本キチガイ」の私にとって図書館、君は宝の家だ

ぁ！！（笑）時折スタッフさんとかわす言葉も私にとって宝物です。いつもステキ

な笑顔をありがとうございます。 

60 代 おもしろい本に出会えるととてもうれしいです。 

60 代 生活の一部 

60 代 絶対に必要なもの 

60 代 新しい本を借りることができて、ありがたい。 
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60 代 
なくてはならない物、場所。気分転換や趣味の為にいつも借りています。これから

もずっと利用させて頂きたいです。 

60 代 
主に山のガイド本や旅行のガイド本、とても助かっております。ありがとうござい

ます！ 

60 代 
読みたい本を買わなくてもリクエストしておけば、読む事ができるのでいいです

ね。 

60 代 

図書館で本を借りる事が出来る様になって、読書が生活の一部になっていた事を痛

感しました。年金生活者にとって「本」はかなり高価な買物になります。 あらた

めて図書館の「ありがたさ」を認識しました。 

60 代 
本当は買って新しい本を読みたいのですが、家にたまっていってしまうことを考え

ると、借りられる図書館はありがたいです。 

60 代 知識の宝庫で、いちばんおちつく場所です。 

60 代 社会生活ができるため。 

60 代 

私は以前 30年以上日野に住み、子供と供に図書館に親しんでいました。5年位前に

八王子に移転して、日野の良さがすごく分かりました。となりの市なのにこんなに

もちがうところが有るのかとおどろきました。日野では気がるに楽しく本を読めた

のに… 

私の実家は山梨ですが、そこの図書館には手押し車（カートのようなもの？）があ

り足や腰の悪い人にはとても便利に使えました。日野ではそんなことが出来たらう

れしいです。 

職員の方々も親切で、八王子に移転してもこちらで利用させていただいています。

いつもありがとうございます。 

60 代 

いつも利用させてもらっています。図書館は私の好きな場所です。１冊の本から違

うジャンルや他の著者へと広がっていきます。又、自分の精神状態や置かれている

環境で読みたい本は変っていきます。それを手助けしてくれるのが図書館だと思い

ます。好きな作家さんの新しい本が入っていると、思わず「ラッキー」と小さくガ

ッツポーズします。年々、目も頭も衰えていき、少し前に読んだ本の内容も憶えて

いるのが怪しくなっていくこのごろですが、読んでいる時間本の中にいる自分に満

足しています。これから先、あと何冊の本が読めるかわかりませんが、今後も図書

館を大いに利用させて頂きたいと思っています。 

60 代 日野市立図書館は、リクエストに応じてくれてありがたいです。 

60 代 

これまでは好きな本を購入して読んでいましたが、収納スペースが増えることと、

同じような傾向の本になってきたため、図書館を利用するようになりました。あま

り意識せず、良い意味で気楽にいろいろな本に出会えることが新たな楽しみになっ

ています。 

60 代 

日野市は図書館が大変充実しているので住んで良かったと思います。 特に今は図

書館の目の前に住んでいるので、自分の書庫のように利用させて頂いており、図書

館（本）の無い人生（生活）は考えられません。 感謝の気持ちでいっぱいです。 

いつもいつもありがとうございます。 
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60 代 

いつもお世話様です。目に障害が出るまでは、いつも片わらに本がある生活でした

が、今は字を読むのが疲れて難しくなりました。時々写真集とか絵本とかです。外

出が不自由な主人にかわって図書館はよく利用させていただいています。司書さん

にはいつも丁ねいに応対していただいていて感謝しています。以前、他市ですが文

庫の読み聞かせをしたり、図書館の誘致を考える会の参考は日野図書館でした。こ

れからも親しみのもてる図書館でありますように。 

60 代 
一般的な読書とは少し異なり、旅行やガーデニング、料理の本等の利用に多いに役

に立っています。今年は、読書する時間も入れていきたいと思う。 

60 代 
本を購入するとなると金銭面で負担が重くなるので図書館で借りられることは大

変ありがたい事と思います。 

60 代 

高幡の図書館は建物も置いてある本も古い（汚い）ように思います。新刊も堅そう

な本が多く、あまりおもしろくありません。でも、図書館は大好きです。これから

も頑張ってください。皆様、ご自愛下さいますように！！！ 

60 代 知識を得る倉。新たな視点や見方・常識・過去・現在・未来の先生。 

60 代 財政難の中、運営していただき、ありがとうございます。 

60 代 

私にとって図書館はとても大切な存在です。わからないことを調べたり、読みたい

本を借りたりすることができるので、とてもありがたいところです。そして、皆様

にとても感謝をしています。（私はよくイラストの本をお借りします。現在本屋さ

んではイラストの本は置いてありませんのでどうしても図書館の本がとてもとて

も大切な本です。） 

60 代 余暇の時間又知識・情報。しずかに時をすごせる場であってほしい。 

60 代 私が必ず必要とする施設。今後もよろしくお願いします。 がんばって下さい。 

60 代 図書館は我が家の書庫です。 

60 代 

新しい知識や世界の政治・経済を得るため、情報元がしっかりしてる本や雑誌を利

用できる場で、多様化して行く世の中でインターネットと共に重要なものになって

いる。 

60 代 

本は心の栄養。図書館は田畑です。心ない人が公共の本を汚している場合が有り、

哀しくなりますが、読書するだけまともかな。図書館は大好きです。無くなったら

引越します。 多摩平図書館で働いている人達は素晴らしい。とても親切です。 

60 代 ※近場に図書館がある事に感謝です。 これからも活用させて頂きます。 

60 代 

通勤時の電車内で本を読むことが多い。面白い本があれば、往復 3時間近く立って

いても、さほど苦にならない。本は、心身の癒しになっているかもしれない。ずっ

と以前は、新刊本を買っていたが、かなりの金額になるので、古本屋で買うように

なったが、目当ての本が店頭に並ぶのは、刊行から 3?6ヵ月後。しかも、あちこち

の古本屋を探し回らなければならない。そんなとき、妻に誘われて市立図書館に行

くと、ずっと読みたいと思っていた本があった。その場ですぐに会員登録を済ませ、

本を借りた。それ以来、「本は市立図書館で借りるもの」になった。家が本であふれ

ることもないし、便利で助かっている。勤務する方たちも親切だし、本当に感謝、

感謝である。 
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60 代 

仕事上、コロナ対応で多忙を極め、この約３ヶ月、ゆっくり読書が出来ませんでし

た。私にとって図書館は、知識や情報を得る場所であると同時に、多様な知に触れ

る、大切な場所です。 

いつでもゆったりと過ごせる場所であってほしいと願っています。 

60 代 

読書は新しい知識や著者の見識を知る入口です。購入でも 1,000～2,000 円、図書

館であれば無料で本を手に取ることができるのはとても素晴らしいことだと思い

ます。ネットで検索して予約できるシステムもとても便利で、いつもか活用させて

頂いています。これからも図書館を通して、読書を深めていきたいと思います。 

60 代 
図書館の方々には大変お世話になっております。皆様のお陰で本に親しむことがで

きました。ありがとうございます。 

60 代 

いつも利用しています 

ありがとうございます 

書籍を購入するのは NHKのテキスト位と(俳句)たまに AmazonKindleです 

ほとんど図書館のお世話になっています 

ただ私は足が悪いのでもっぱら図書館へは夫に行って貰っています 

行けても重い本は特に無理なので･･･これからもよろしくお願いします 

60 代 

１か月に 5 冊から 10 冊ほど本を読んでいます。ほとんどが図書館でお借りした書

籍です。ほんとに気に入って手元に置きたい本だけを購入しています。読みたい本

を全部購入してたら費用も保管スペースもパンクしてしまいます。私にとって図書

館は必要不可欠な施設です。 

60 代 
定年退職後フリーの者にとっては、図書館は貴重な場所です。閉館は是非とも回避

していただきたい。 

60 代 

日野市に移り住んでから４０年以上になります。 結婚し子供が生まれ絵本から仕

事関連から趣味の本などを２千冊以上利用しました。 インドア派の私にとって無

くてはならない存在となっています。 これからも引き続き利用させていただきま

すので蔵書の充実をお願いします。 

60 代 無くてはならないものです。 

60 代 
日々の生活になくてはならない存在です。時には学んだり、時には癒されたり、か

けがえのない空間、時間です。 

60 代 

様々なストレスを解決するため図書館の存在には日々感謝。 

特にコロナウィルスのためコミュニケーションが取れない今(今後もありうる)価

値ある場所と考えます。 

60 代 
図書館は、私にとって大切な場所です。好きな作家の本を無料で借りることができ、

時にはイスにすわって静かなひとときを過ごす。 

60 代 

一昨年大病をして、30年ぶりに日野の実家に戻ってきました。しばらく住んでいた

杉並区も図書館は充実していましたが、中央図書館は大変懐かしく、リハビリを兼

ねて歩いて通っています。昔に比べて子供たちが少ないような気がするのは、少子

高齢化の時代なのでしょうか。新型コロナ禍でイベントやりにくいと思いますが、

地域コミュニティのハブとして頑張ってほしいです。 
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60 代 

小学 3年生 

自分の知識を増やしたり趣味としての読書を続けるには自分の力だけでは限界が

あります。 

図書館はこれを補ってくれる力強い味方です。 

70 才以上 図書をお借りできることは、ありがたいことです。 

70 才以上 
大変有効に活用しています。特に新刊本も購入していただき便利です。ネット活用

による手続き、他市図書館所蔵の本も借りられ便利です。 

70 才以上 新しい情報、知識、物事を深く知るため、気分のリフレッシュ等に大切な場所です。 

70 才以上 読みたい本を「ネット予約」できるので大変便利。 本はほとんど買わなくなった。 

70 才以上 

活字ばなれが言われてる昨今ですが、私にとっては小学校頃より長い人生の”つれ

あい”になってきました。今の所は、まだ本等読書出来る事は幸せな事であり、な

るべく長く続く事を願っています。図書館も、引越し等数回してきましたが、その

際に近くの図書館を利用して来ました。特に忘れがたいのは、親子で少々遠かった

のですが多摩ニュータウンにある図書館に通った事がなつかしく思い出されます。

どの図書館も親切で、わからない時は教えて下さり今は日野市立図書館に通ってい

ますが、皆様達の対応等も親切で嬉しいです。コロナの自粛の時も対応大変だった

事と思いますが、又通常に戻りほっとしてます。皆様も大変だと思いますが、利用

者としてありがたく思います。私も好きな読書、図書館通いが出来る事、これから

も続けられる事願ってます。いつもありがとうございます。 

70 才以上 新聞や娯楽書が気軽に読めてリラックスできます。 

70 才以上 ずっとこのままで… 

70 才以上 
・他の市にくらべて借りられる冊数が多くてありがたい。 

・棚の入れ換えをひんぱんにしてほしい。 

70 才以上 いつも図書館に行くのが楽しみです。 

70 才以上 家から近い所にあるので、ありがたいです。 

70 才以上 
 

図書館は、種々の読書欲を充たしてくれます。貴重な存在です。 

70 才以上 楽しく利用しております。 

70 才以上 
いつもお世話になっています。 好きな本を読むことができうれしいです。 スタ

ッフの皆さんがやさしく接してくださりうれしいです。 

70 才以上 

図書館があるおかげで、興味をもった本を次々と読む事ができ（しかも無料で）と

ても扶かっております。私にとって本は欠かせない存在です。人々の心を知り、真

理を識る為の大切な宝物です！！暫くはコロナ禍でお仕事大変でしょうがどうぞ

頑張ってください。 

70 才以上 良い本に出会う楽しみをあじわう機会を与えて下さり感謝です。 

70 才以上 

高齢になって、健康面で関係の深い、数々の本が図書館で予約出来て、いろんな知

識が得られ、健康に役立ち、医療費のさく減に役立っていて、大変有難いと思って

います。貧乏人には、次々と本が買えないので。そして市立病院へのサポート、患

者の減少にも役立っています。 
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70 才以上 
時間はかかるけど、新刊も貸りられるので、図書館は私にとってなくてはならない

ものです。 

70 才以上 図書館は生活そのもの 

70 才以上 図書館にはいろいろなジャンルの本が揃っているのでありがたいです。 

70 才以上 読みたい本を探し取り寄せて下さるので、有難い。また、もちろん経済的にもいい。 

70 才以上 余暇の利用と楽しみ 

70 才以上 とても助かります。 

70 才以上 近くに図書館があり有難い。生活の中で重要な位置を占めている。 

70 才以上 
図書館は好きな作家や知らなかった作家の本を自由に読めてうれしい所です。児童

文学も楽しんでいます。 

70 才以上 無くてはならない所なので、現在の場所で長く継続お願いいます。 

70 才以上 
知らなかったいろいろの事が本で学べる。 図書館は私にとってなくてはならない

所です。 調べ物をしたり、困ったことがある時すぐ利用させていただけますから。 

70 才以上 
趣味の本から小説、古いものから新しいもの、予約しすぐに読める（長期間待つも

のもありますが）図書館。人生を豊かにしてくれる欠かせない存在です。 

70 才以上 
若い頃は中毒になる位好きでしたが、この頃は目が悪いので… 近くに図書館があ

るのでもっと利用したいと思います。いつもありがとう！ 

70 才以上 家庭外の大切な読書室です 

70 才以上 毎日お世話になっています。ありがとうございます。 

70 才以上 図書館へ行き、読みたい本を探すのが楽しみです。 

70 才以上 

勤めていた時よく本を図書館から借り通勤電車で読んでいました。退職をしました

今でも時々行きます。それまで気がつかなかった本があり退屈しません。これから

も楽しく利用したいと思います。 

70 才以上 
リタイアしたシニアにとって図書館は最高の立ち寄り先である。図書、新聞、雑誌

全てが有用である。 

70 才以上 
必要不可欠なもの 

あまり自分では購入しないので「図書館」があって本当に助かります。 

70 才以上 
若い頃のように書店にて気安く（経済面で）購入できなくなった今、図書館は多種

類の本を選べて、そしてシリーズ物は好きなだけ借りられてうれしいです。 

70 才以上 無料で読書できありがたい存在 

70 才以上 蔵書検索システムで助かっています。 

70 才以上 
私の人生にとって無くてはならない。図書館には大変お世話になっており感謝して

います。 

70 才以上 毎回購入するのは大変。助かっています。新刊も館内で読んでいます。 

70 才以上 必要不可欠なものである。尚、借出し期間が短いと思っている。 

70 才以上 読みたい本及び本棚でみつけた時にいつでも手に取れるので助かっています。 

70 才以上 非常に役立つ本があり助かっています 

70 才以上 
数 10 年前より「日野市の図書館は日本一」と言われていました。今もその充実ぶ

りは確かなものです。大変でしょうが、今後もどうぞよろしくお願い致します。 
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70 才以上 
趣味 

本をさがす手間を省ける。購入費がかからない。要するに便利 

70 才以上 
図書館の HP ですきな作家の蔵書を検索したり、予約したり、読書の巾が広がった

ように思います。これからもよろしくお願いします。 

70 才以上 

図書館は、命をふきかえす源泉と聞きます。日野市の取り組みは誇りです。電子図

書もいいでしょうが、目の疲れ、酷使の不安があります。子供の頃からの読書の習

慣が大人になってから生きて来ます。読書履歴が常に分かるようにしてほしいで

す。コロナに負けず、人類の知恵、力でこの困難に打ち勝つことが後世への贈り物

です。そうして人々が生きて来たことは歴史が物語っています。 

 館内に入館したらほっとするスペース、漂う空気、生きてゆく元気が湧いてくる

空間でありたいものです。それには一人一人のマナー、ルール、本への愛情が必要

でしょう。広い会議室があれば、講演会もほしいです。本がなかったらどうなるの

か？このコロナの中で、人々は大切なことを知ったのではないでしょうか。それを

今後忘れないで通いたいと思います。職員の皆様に感謝しています。2020.6.25（木） 

70 才以上 
読みたい本をさがして（電話ででも！）くださり狭い家、小さな頭には無理な本棚

を用意して自由に使わせてもらっている気分です。とても感謝しています。 

70 才以上 
年齢を重ねてから購買でなく図書館を大いに利用し、月 20 冊～を。感謝していま

す。 

70 才以上 
図書館員の皆さんが親切で気持ちよく利用しております。文庫本の部分の作者名が

もう少し分るようにして頂ければ有り難いです。 

70 才以上 日野に住む様になり利用する事が多くなりました。ありがとう御ざ居ます。 

70 才以上 知識を得る場所 

70 才以上 
大学の図書館が閉鎖されたり、利用不便な時に比較的蔵書が多く、利用している。

受付者の対応（蔵書検索）も親切でありがたい。 

70 才以上 

図書館で本を借りられない日々はつらかった…。（高幡は啓文堂が早くにあけてい

たので、本を購入することとなりましたが）並んでいる本をみて、読みたい本を探

すので、ネットとかだとどうも…。 

70 才以上 日野市の図書館が大変便利です。特にインターネット予約できる点が。 

70 才以上 
図書館があるので市民税を払う気になります。返却ボックスを駅または七生支所に

設置してほしい。 

70 才以上 
足が不自由になって自由に書店に行けなくなって、図書館が近くて自分一人で行け

るので非常に助かっている。かりたい本がリクエストできるのも、とてもうれしい。 

70 才以上 
とにかく活字を読むのが好きなのです。図書館には興味を引く本がいろいろあって

とても助かります。 

70 才以上 
考えると日野市に引越した一番の理由は図書館がある事と思う。（ひまわり図書館

がらく） 

70 才以上 
いつも利用させていただき有難うございます。新刊も早い時期に読めますので大変

助かります。今後共宜しくお願いします。 

70 才以上 いろいろな本を借りる事が出来て便利である。 
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70 才以上 
自分の経験できなかった世界、未知の世界へ（１日一度は読書しないと落ち着かな

い）本棚の本を増やしたくないので図書館はありがたい。 

70 才以上 
私にとって、とても大切なものです。「図書館」がこんなに近いところにあってほん

とうにありがたいです。 

70 才以上 新しい作家の本との出会いが楽しい。 

70 才以上 
知らない作家、作品と出会えることが楽しい。高齢で無趣味な自分にとって図書館

は未知との出会いの場である。ネットで注文より図書館で探す方が楽しいのです。 

70 才以上 

子供の頃より読書が好きで図書館も好きなのでリクエストして色々な本が楽しめ

るのがうれしいです。色々大変な中、本の貸出し配送等ありがとうございます。全

国ではじめて日野でヒマワリ号をはじめた方が亡くなられたとの報を読み、色々な

方々にささえられて現在があることを知りました。借りた本で「ぼくのブック・ウ

ーマン」、アメリカでニューディール政策の時代、馬に乗って雨の日も雪の日も本

を届けた女性の方々の話がとてもよかったです。 

70 才以上 借りたい本が沢山あるので重宝しています。 

70 才以上 

本は「心の栄養」と孫達に言い聞かせています。孫達にはよく本を買ってあげます

が自分はもっぱら「図書館派」で利用させて貰ってます。最近は時代物が多く、作

者の全作品を制覇して読むというスタイルで楽しんでいます。リクエストをしても

係りの方たちはとても親切で丁寧迅速で気持ちが良いです。願いの本を手にした時

から至福の時間が始まります。有難うございます。 

70 才以上 

本を読まない生活は私にはありえません。図書館には感謝です。今まで読んだこと

のない本も気軽に読んでみようという気にさせてくれますので。図書館の閉まって

いる期間はとてもさみしかったです。 

70 才以上 
図書館とは 60 年以上のつきあいになります。 年間 100 冊以上読みたいと思って

います。 

70 才以上 

家賃を払いながらの年金生活には、本屋さんで本を買うというぜい沢は無理です。 

図書館は本当にありがたいです。新刊の場合、予約の順番が遠いのですが、それも

また楽しみです。現在、時間だけはたっぷりありますので。 

70 才以上 活字なしの人生は考えられない。図書館にはいつも感謝している。 

70 才以上 

図書館は自分の好ききらいの範囲を広げてくれます。また本を読むことによって知

らない人間の生き方、考え方にふれられるので、新しい世界を広げ、楽しい生き方

を自分なりに変えてくれます。 図書館員の方はこんな（コロナ）環境で仕事をし

ていてくれありがたく思います。 

70 才以上 図書館が近くにあり時間もあり若い時より本を読むことが多くなった。 

70 才以上 

図書館はアンケート⑤の「知識や情報を得るため」、さらに知的興味を得るために

利用しています。 日野市立図書館は比較的蔵書が充実していると思っていますの

で、パソコンで蔵書を検索して読みたい本、読む必要がある本を探すなどして、情

報源としても利用しています。 

70 才以上 市図書館は智の宝庫。 

70 才以上 いろいろな種類の本が読めるので楽しい。 
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70 才以上 親切でありがたい。オアシスのよう 

70 才以上 色々な本を読めるのは、ありがたい。 

70 才以上 なくてはならない物です 私の人生を豊かにしてくれています 

70 才以上 大へん助かっています。又楽しんでいます。ありがたく思っております。 

70 才以上 
前に読んでまた読みたい時にリクエストできる。古い本も時に新しい感動をえられ

るので常に身近にありたい。 

70 才以上 
調べものがある場合、インターネット（表面的で一般的な気がする。）では限界があ

り、図書館の役割は大きいと思う。 

70 才以上 ありがたいです。 

70 才以上 
「移動図書」を利用していますがとても助かります。リクエストして 1年以上も手

許に来ない物があります。リクエストの多い本は多く購入してほしい！ 

70 才以上 

ひまわり号にいつもリクエストしているので受けとっています。新聞を毎日読む様

に、毎日必ず本を読みます。生きることと同じ位必要です。ひまわり号に金曜 11：

25~行くのが本当に有難いです。ありがとうございます。 

70 才以上 

退職後、病気がちになった身で、他方面の興味を満たしてくれる図書や文献が充実

している図書館は非常に助かります。要望としては、日常の図書館と利用者との手

続き等を書類（紙）や口頭だけでなく、PCをうまく活用したコミュニケーション方

法に業務改善できると思います。また、幼児向けの電子紙しばいや読み聞かせ等も、

多忙な主婦の助けになるのでは？e-book の自治体が組合化して出版社と契約を合

理化し、会員の購読料を合理化できないだろうか？先生方と協力して、教材をデー

タベース化して行くのも図書館の役割になりそうな気がします 

70 才以上 
図書館に来ることは空気を吸うのと一緒です。この先は目を大切にしたいと思って

おります。頭もですが？ 

70 才以上 見聞を広め、視点の違いを知る 

70 才以上 
図書館は小生の読みたい本を貸してくれる貴重な場所で、大変有難い。又新聞、CD

も借りている。 

70 才以上 

図書館で働く人には感謝しています。自分の市の図書館が充実していることを、と

てもうれしく思っています。ただ、受付の男の人の声が大きすぎて、うるさい。コ

ロナだしできるだけ声出さないように。 

70 才以上 図書館で寛ぎながら好きな事が学べ、遊べる。 

70 才以上 

〇40年以上日野市立図書館を利用させて頂いています。これからの老後生活に欠か

せません。 

〇他の地区の図書館で使っている、本をレーザーで殺菌する器具を備えて欲しいで

す。 

70 才以上 
この図書館は長いこと利用させていただきありがたいと思っています。今回の感染

症の為、以前以上に図書館利用が多くなります。 

70 才以上 
このコロナの自粛期間の間、読書が数少ない楽しみの一つでした。図書館の開館活

動をして下さっている方々に心よりお礼申し上げます。ありがとうございます。 
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70 才以上 

図書館がなければとても手にとることのないほんをよめるようになっています。大

変ありがたく思っています。職員の方々のマナーにもいつも感心しています。これ

からもよろしくお願いいたします。 

70 才以上 
出勤や買物の行き帰りに新しい本をおかり出来ワクワクします。新しい知識・情報、

楽しみなど図書館のおかげです。 

70 才以上 

本の無い人生なんて考えられません。現在のように充実した図書館を使えるお子さ

んや若い方達が羨ましい限りです。でも今、図書館を使わせて頂ける幸せを感謝し

ています。 

70 才以上 
読みたい本が図書館で入手でき、大変ありがたいです。今月の新刊のニュースも楽

しみにしています。 

70 才以上 図書館での本さがし(読む本)は楽しみです。 

70 才以上 

読書が好きで、若いうちは本を買い求めていましたが、年齢を重ねるにつれ、図書

館を利用することが増え、たいへん有難いことだと思っておあります。日野駅周辺

には、本屋もなくなり、大変不自由をしており、図書館が近くにあるという重要性

が増してきました。ネット申込みの度にあることですが、一度ログインしても借り

る本を選択した後、再度ログインを求められることがあります。これは何故なの

か？といつも思います。まだ東京では終息したとは思えませんが、このような状況

の下で働いてくださる館員の方々に感謝いたします。 

70 才以上 

図書館は本を借りてかえすところだけでなく、そこにいて色々な本をさがしたり、

見つけたりする楽しみの場所であることが閉鎖になってあらためてよくわかりま

した。これからもよろしくおねがいします。 

70 才以上 
・心を豊かにする ・リクエストに対応して下さることに感謝 ・美しい文章に出

会うと、とても幸せ ・私のなかで日野市の自慢の１つに市立図書館 

70 才以上 
人生後半を充足した時間が思った以上でした。 これからも続けられることを願い

ます。 

70 才以上 
年金暮らしなので、本を購入するのは経済的に負担が大きい。 図書館を利用でき

ることは、本当にありがたいと感じています。 

70 才以上 
読書はなくてはならない物、図書館が近くにあってとても喜んでいる。 他市から

越して来たので、まだ場所が良くわからずとまどう事がある。 

70 才以上 

自分が感じた諸々の疑問を解くための知識や情報を得る為に本を読むので、一々全

部購入したら負担も大変だし用済の本が溜る一方なのも困る。その為図書館から自

由に借りて読めることは大変有難いことだと思います。 

70 才以上 知識欲をかきたてる。精神の落ち着く場所。本があるだけでも嬉しくなる。 

70 才以上 本を買うと増えて困るので図書館は非常に有難いと思います。 

70 才以上 読む事が好きなのでなくてはならない物です。 

70 才以上 

退職してからお世話になっています。ありがとうございます。 年間 100冊超を３

年クリアして４年目になります。今後も利用させていただきますので、宜しくお願

いいたします。 
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70 才以上 

活字中毒であり、シングルライフを実践している私にとって図書館はなくてはなら

ない人生の必須アイテム ＾＾ 閉鎖している間は本当に寂しくむなしい気分で

した。 

70 才以上 

必要な書籍、資料をすべて自分で持つことは不可能で「図書館」は私にとって不可

欠な存在。まちづくり、環境運動で目指すもの・方針が行政もどんどん変化してい

る。持続的社会、地球環境破カイ、SDGs等、認識のしかたも種々であり、関連する

書籍も種々多数。テーマをしぼって勉強会の必要を感じるが、図書館でそんな会が

出来ればと思う。 

70 才以上 

◎高齢（腰痛）の為、つい係の方に申し出て探してもらっていますが、本当に熱心

に対応して戴き、心から感謝しております。  

◎他市のものも借りられるシステムは非常にうれしいです。 

70 才以上 生き甲斐の場 

70 才以上 ◎80才を過ぎたが（83才）まだまだ読書を続けたい。図書館の利用は楽しい。 

70 才以上 
90才に近い老人独居ですが日々満足しています。読書が出来るしあわせです。心を

つくして下さる図書館員様方に感謝申し上げます。 

70 才以上 

いつもお世話様です。休館の為、図書館のありがたさがわかりました。 貸出しカ

ードに、栞がわりにページを折ったり、アンダーラインを入れたりするバカ者に、

何か良いコメントを記入できないか？ 無駄ですかねー。（いつも本を大切に扱っ

ていただき、有りがとうございます） 

70 才以上 自分の自由な時間を過ごす大切な場所です。 

70 才以上 

前川さんのふほうを新聞でよんでごめいふくをおいのりします。 渋谷から転入し

てきて昭和 41 年から図書かんには大変おせわになっています。すばらしい図書か

ん活動をなさっていると感謝しております。 

70 才以上 

図書館が閉まってしまい、自宅にある本をなつかしい思いで読みかえしてました。

本屋にも足をはこびましたが、新書が沢山あって、図書館にも、もう少し新刊の本

があればと思いました。それでも静かに楽しめる図書館はやすらぎの場です。 

70 才以上 心やすらぐ場 

70 才以上 便利なところ。 

70 才以上 
図書館は本貸すのが第１なのか、館内で勉強させるのが第１なのか考えてみましょ

う。 

70 才以上 

高齢になり家にいる時間が多くなり暇な時間をどう消化するか課題である。散歩、

ジム（筋トレ、水泳）そして図書館通いが今の生活の活動範囲となっています。こ

れからも図書館へは通いたいと思っています。 よろしくお願い致します。 図書

館は多角的に情報が入るところです。 

70 才以上 図書館のネットワークに感謝感激です。 

70 才以上 
家から７分位の所にあると、買い物の帰りに貸してもらったり出来るので楽しいで

す。 
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70 才以上 

知らないことを知る。社会や友人や知人との接点を得る。 静かに没頭できる時間

が持てる。 本以外の情報も得ることが出来、身近に図書館がある事はとても嬉し

い。 

70 才以上 
図書館へ行き、好きな本を借りて、ちょっと滞在できるのは行き帰りの道も含めて

楽しみになっています。 

70 才以上 

昔から読書好きで、色々な本を読み、又わからない事をしらべるのにも図書館はと

ても役にたって、ありがたい所です。市内のすべての図書館をまわって趣味やしら

べ物他たのしく利用させていただいてます。 気づいた事が多々有り何か方法はな

いかと思う事が有ります。 ・皆が気持ち良く借りる為に ①ページを追っている

人 ②次に読む所に✓をつける人 ③次に借りる時同じ本を借りない為に最後の

作者名、発行者名の所に赤丸を小さくつけておく人 ④編物の図形に鉛筆で印や数

字を書き込んだままの方 ⑤字がまちがっているとかってに訂正する人    

色々と借りた本に以上の事が有り、自分の物でなくあく迄借りた物という意識がな

いのかと、せっかく読んでいて気分的に落ち込んでしまうという事もあり消しゴム

で消してみたりと、長い間に色々とありました。 何か良いくふうはないのでしょ

うか・・・と書き出してみました。 各図書館により本を選ぶのに下の方はあまり

に低くてみづらくもう少し高い位置にあればと思います。 作者によっては少なく

てもう少し読んでみたいと思ってもなくという事で入れ替え等はどの位でしてい

るのか、長い間利用していると読みたい本もなくなってくるという点です。 

70 才以上 

本は何かしら毎日読みますので、なくてはならない物です。家に本がありすぎるの

で、これ以上買うことができないので、図書館で借りられることは、たいへんうれ

しいことです。 

70 才以上 とても助かります。 

70 才以上 なくてはならない場所。心の寄りどころ。どこも少し狭い。（除・中央図書館） 

70 才以上 知識・（読み方）・歴史・いこいの場 

70 才以上 余暇の時間を静かに過ごせる憩いの場です 

70 才以上 

何といっても、紙上文字はいいです。スマホ等電子文字は身体によくない。とにか

く疲れます。眼が特に疲れます。年金生活者では本屋さんで買っては何に出来ず、

図書館は本当に有難いです。図書館のない社会は考えられません。何時もありがと

うございます…です。 

［朝日新聞「天声人語」（前川初代館長追悼記事）のコピー貼付］ 

「東京都日野市でマイクロバスを改造した移動図書館」…知りませんでした。 

70 才以上 非常に便利にしています 

70 才以上 日常生活の一部。いつもお世話になっております。ありがとうございます。 

70 才以上 

・中央図書館の２階の勉強したり調べ物をする場所を活用しています。有難いです。  

・書店にはない本も図書館にあり、いくつかの図書館が連けいしていて、どこかに

あれば、１日待てば入手できるのが有難いです。  

・書店で本を買わなくて済むので助かります。  

・歩いて５～１５分のところに２ヶ所も図書館があり、ぜいたくだと思っています。  

・毎月 10日、20日、30日のリサイクル図書もありがたいです。 
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70 才以上 
なくてはならぬもの。 新しい本を購入すると収納に困る。やはり活字の本でなけ

れば気に入らない。 

70 才以上 必要。図書館はいろいろな作家とめぐり会える場所 

70 才以上 

知識教養を深めるものと情報のためなくてはならないものでした。自粛前に借りる

ことができて幸せでした。いつでも借りられる体勢が続きますようお願い致しま

す。図書館に関わっている人たちにいつも感謝感謝です。ありがとうございます。 

70 才以上 
衣・食・住と趣味、娯楽、生活の一部です。コロナ禍での仕事、ご苦労さまです。

いつも感謝しています。 

70 才以上 いつも気軽に来れて、いいです。 

70 才以上 

図書館だけ出かけるということはなく、買物のついでという感じになります。気軽

に立ち寄れるので、とてもいいです。ただ近頃、予約される本が多くて、棚が空い

ているのが目立ちますし、さみしいです。 

70 才以上 

図書館は市民にとって重要な存在であり、情報を得る大切な宝というべきものであ

る。図書館の充実こそ、市民社会の発展に貢献するささえになるでありましょう。

図書館の発展を強く望みます。 

70 才以上 

１．知識の宝庫…しばしば借りています。有難うございます。 

２．郷愁 

３．最新の情報（特に月刊紙）文春・中央公論・世界 etc. 

70 才以上 
図書館は私にとって本そのもので、特に古典や俳句などはここでしか借りられな

い。 

70 才以上 

・書店では購入が難しい書籍が借りられるので大変有難い。 

・知識や情報を得るため図書館が必要不可欠である。 

・サークル活動の場として「読書会室」が大変役に立っている。 

70 才以上 
仕事を終了した私にとって娯楽としての読書で図書館は非常に有り難い存在です。

有り難うございます。 

70 才以上 
読書が好きで、本で一ぱいになり処分いたしました。五年位前から「図書館」を利

用してます。館員の方もお優しく感謝しております。 

70 才以上 知の宝庫、文化の中心と思っている。 

70 才以上 
仕事、趣味のどちらにも大変役に立っています。私にとって図書館はなくてはなら

ない大切なところです。 

70 才以上 
幸い住居から近くいつも利用させて頂いています。以前は、本は本やで購入し読ん

でいましたが、近くの図書館、有難いです。比較的、新刊が少ないと思います。 

70 才以上 図書館は気分転換や知識の宝庫、最もパブリックな場所であると思っています。 

70 才以上 
図書館は私の生活の一部になっています。館内で週刊誌など読んで一息するのも楽

しい時間。 

70 才以上 

・大きい文字の本が沢山あってうれしいです。 

・自宅が図書館の近くで、利用しやすくありがたいです。 

・スタッフの方も親切で、楽しませて下さりお世話になります。 
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70 才以上 
生活の一部であり人生の先パイ。心を豊かにしてくれる。 図書館があって本当に

よかった。 

70 才以上 

以前に学校に行けない子ども達に対して図書館はいつでも待ってますからとある

自治体の図書館の方の発信があり、とても感動を覚えました。今回はこういった子

ども達はどこでどう過ごしていたのかと心配でした。そんな役割も果たしている図

書館なので開館してくれればとの思いです。 

70 才以上 

日常生活上欠かせないものであり、読みたい本が手元にないと落ちつかない、言語

を豊かにし知識を増やし、書かれていることを自分の経験とすることができる。私

にとって図書館は憩いの場であり、自分で購入できないものを借り出して利用でき

る大切な場所である。図書館が閉鎖している間心の中に穴があいている感じがして

落ち着かない日々を過ごした。開館が待ち遠しい思いがした。 

70 才以上 
本屋さんだと１冊 1800 円位するので負担が大きい。本屋さんだと多くの本から選

べない。 

70 才以上 
いつも気持ちよく利用させていただいてます。 この雰囲気をいつまでも保持して

くださるよう・・・・・ 

70 才以上 
憩いの施設です。館内で読書はしませんが、それでもコロナの影響で滞在時間 30分

はちょっと寂しいです。知識 etcが得られ最高の場所です。 以上。 

70 才以上 
今まで読書する事がほとんどなかったけど、今時間があるので知識が得られて読書

を楽しんでいます。無料で助かります。 市立図書館があって良かった。 

70 才以上 
いつもお借りして読んでおります。 ありがとうございます。 古い本が多いので

たまには近年の本も読みたいと思ってます。 

70 才以上 自分では探せない本があるので健康生活に役立ちます。 

70 才以上 ボケの進行を抑制する貴重な場。 

70 才以上 

本が読みたくて本屋になろうと考えたが本屋は本を読んでいては駄目と言われて

あきらめた。少女時代は本気違いと言われた。戦時中は町の古本屋が私の図書館だ

った。買う金がなく町の図書館は私にとって宝の山だった。 本がない人生はかん

がえられない。 私の上衣のポケットは文庫本が入る大きさに作ってあった。 

70 才以上 私の読みたい本を見つけるのが一番の楽しみです。 

70 才以上 
そろそろ終活に入る 70 代後半世代にとって、本や新聞を全部購入することはでき

ず but読みたい本はますますあり大事な場所です。 

70 才以上 
⑤で書いた目的以外に街の大事な基点の施設であり、散策時の重要な場所でもあり

待ち合わせの良い目印にもなる。 

70 才以上 図書館は読みたい時に読みたい本を借りられて有難い存在です。 

70 才以上 

コロナ禍ではとりわけ（アウトドアができない等で）必要不可欠。新刊も多い（新

聞等の読書欄で見聞）、高価本も多い、年金生活では興味あるすべても購入するこ

とは難しい等々から「図書館」は不可欠。新刊も多いが予約待機者が多いのが難！！ 
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70 才以上 

年を取るとフットワークが悪くなり、行動範囲も限られてきます。しかし、人の知

識欲、好奇心はさほど変わるものではないようです。書籍、TV、ネットがそれを満

たしてくれますが、なんといってもこちらの方向性をもつてアクセスできるのは書

籍です。また、任意の小さな時間の切れ端にも付き合ってくれる友でもあります。

図書館は、それら大切なものの「ふるさと」だといえるでしょう。いつもありがと

うございます。 

70 才以上 

本を読むことで、視野を広げてくれる、心を豊かにしてくれる、知りたい情報を得

ることができる、ので、市立図書館を頻繁に活用させて頂いています。日野市の財

政はあまり良くないようですが、市には図書の費用拡充に是非配慮をお願いした

い。 

70 才以上 
職員の皆様いつもお世話になり有難う御座居ます。 

私にとって、図書館は本当に大切な場所です。 

70 才以上 

図書館とは心身共に良い刺激をうける場所です。心については、迷いながら本を選

び、読むといろいろな感情がわいてきます。 身体的には、往復草花をみながら歩

いて行き、軽い運動になります。 

70 才以上 

図書館は、市民にとって血となり肉となり、そして智の財産と思います。日野の図

書館を全国に知らしめた、前川さんのころの初心を忘れずに、職員の方も頑張って

ください。 

70 才以上 

この時期多くの人が利用する図書館はご苦労が多い事でしょう。 

開けて下さり有難うございます。 

私は借りて色々読んだ中で気にいった本を買い、手元に置いて何回も読みます。 

読書は楽しく気持ちが落ち着きます。 

この頃図書館のホームページがとても使いやすくなり検索や予約が楽になりまし

た。有難うございます。 

これからもよろしくお願いします。 

70 才以上 

戦前戦中戦後と本のない子ども時代を過ごした世代にとって好きな本を手にする

日常生活は有り難いです。四日市・三鷹・日野と何れも移動図書館がありお世話に

なりました。今回その当り前がそうではなくなった事で昔の事をいろいろと思い出

してしまいました。 
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本・読書・図書館 

10 代 

「本や読書」は生活に不可欠な要素です。このような状況下では、図書館運営も通

常と同じように行うことは難しいと思いますが、できる限りのさーびすをていきょ

うしてくださるとありがたいです。職員の方、ありがとうございます。 

10 代 

私にとって「本や読書」は、嫌なことがあっても本を読むことで忘れられるし、自

分の想像や意見などを知れて周りと違う考え・意見が作れます。学校ではよく「本

を読んでいてまじめだね」と言われることが多いですが、本があることによって知

識、そして現在の情報が得られてすばらしいと感じています。また、図書館は毎日

通いたいほどに好きです。新しい本、古い本どんな本も取りそろえてあって新しく

本を購入しなくても読める、そして誰でもというところにひかれます。これからも

図書館を利用したいと思います。 

感謝＆決意 

※図書館の受付などをやっている方々、本当にいつもありがとうございます。今コ

ロナ禍の中で大変なことがあると思います。その時は無理をせずしっかりと休んで

体を健康に。『健康第一！』 

みんなで世界の危機を乗り越えていきましょう！コロナなんかに負けない。 

☆最後なぜか偉そうですみません。ごめんなさい。 

［イラスト］ 

「ほしいのは自由だ。自由に生きたい。支配されるくらいなら、愛なんかいらない。」

（KZ'D 桜坂は罪をかかえる より） 

「「若武さぁ、良心あるの」若武は真面目な顔で答えた。「いちお、ある。時々どっ

かいくけど」」（KZ'D 断層の森で見る夢は より） 

20 代 

とても活字が苦手なのですが、読書から得られるものは計り知れないので、できる

だけ若いうちから本を読んでおきたいです。また、私は図書館(大学の)だと勉強に

集中ができるのでとてもありがたい場所です。 

20 代 
本や読書：娯楽・新しい学びをくれるもの。図書館：社会教育・生涯学習を手助け

する大切な場所 

20 代 

本や読書…情報収集 

図書館…好きなジャンルの本を借りたいときに借りられる。仕事やプライベートに

役立てられるきっかけの場所だと思います。 

20 代 
本は常に側に有る物 

図書館はお金に余裕がない自分にとっての救世主 

30 代 

・心理的な乱れを読書によって落ち着かせる。 

・沢山の絵本作家の本を読んだり読み聞かせすることで子どもの好みを知る。自分

で読めるようになっていく。全ての絵本を買ってあげることは無理なので図書館に

お世話になってます。 

30 代 新しい知識を得るために大切なもの、場所。 

30 代 
読書は別世界へ誘ってくれたり、ノスタルジーを呼び起こしてくれ、結果心を落ち

着かせてくれる。高幡図書館は小さなころから変わらず、ほっとできる場所です。 



106 

 

30 代 

私にとって図書館は新しい知識や興味をもたらしてくれる大切な場所です。自粛の

間、外出が怖くて本も購入できず、インターネットで購入も考えたのですが、一度

ポチッと押してしまうと、ストレス買いしそうで家にある本を再読したりしていま

した。私は本をめくるのが好きなので電子書籍も肌に合わず…。なのでこうして図

書館に本を貸りに来られること、どの本にしようか…と迷う時間がとてもうれしい

です。今日は 10 冊貸りました。こんなご時世で図書館に働いている皆様も管理や

衛生面、大変なことと思います。どうかお身体ご自愛ください。いつも丁寧に優し

くして下さってありがとうございます。私はミステリーが好きです。（急ですみま

せん…）図書館の皆様のこれこそは…！という本は何か教えて頂けたらうれしいで

す。いつか特集をおねがいします。まだ見ぬミステリーに思いをはせて… 

30 代 

Web 媒体に記事を載せるという仕事をしています。仕事柄、本を読む必要があるの

で、沢山の蔵書がある図書館の存在に助けられています。 また、本を読むことは、

友人のいない自分にとってひとつの支えであり、生活に欠かせません。 

30 代 
時間を忘れてリラックスできる場所です。本は知らなかった事や知りたい事をたく

さん教えてくれる貴重な存在です。 

30 代 

無職になって引きこもっていた半年間、お金もないけれど家でじっとしているのも

耐え難くて図書カードを更新し直し、頻繁に通うようになりました。仕事が見つか

った今もその習慣は続いています。人生に行き詰まりを感じたり、どうしていいか

分からなくなった時、本は狭くなった視座を開いてくれ、時に優しく時に厳しく寄

り添ってくれる年上の友人か家族のような存在だと感じました。子供時代の娯楽と

しての本とはまた違う付き合い方を発見しました。SNSのように有象無象ではなく、

動画や映画、TVのように向こうのペースにこちらが合わせるのでもなく、自分のペ

ースで付き合えるのが本の良いところかなと思います。図書館は特に、金銭的に余

裕がない時にも本との出会いを与えてくれるのでとても有り難い存在です。これか

らもマイペースに図書館に通いつつ、沢山の本と出会いたいと思います。 

30 代 

新しい知識を実際に体験出来なくても、得ることができる事が魅力。 

自分が学生の頃よりもたくさんの本を 1度にたくさん借りられるので、子どもに沢

山の本を読み聞かせてあげる事ができ嬉しい。 

また、持参した本バックに、カウンターで入れていただけることも、子どもが小さ

いのでとても助かります。 

40 代 

本は生活に欠かせません。情報・知識の入手に限らず、物語の世界にひたったり、

昔の人の生活や思いに共感したり、様々な出会いや感動を与えてくれます。図書館

サービスはすばらしいです。いつも感謝しています。ありがとうございます。 

40 代 

本をたくさん読めない（集中力がない）けど、本にはいろんなことが書いてあるの

で大好きです。図書館は無料でたくさんの本を貸してくれて本当にすばらしい場所

だと思います。勉強できるスペースがたくさんあると勉強する人が増えて、とても

役に立つと思う。 

40 代 
読書は気分転換にもなり楽しく、自分の好み以外の本にチャレンジするのに図書館

は便利です。 
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40 代 

本は大事な気分転換。出かけられなくても、まとまった時間がなくても別のところ

に行ける。図書館はもう売っていない本や入手しづらい本が読めるのがとてもあり

がたいです。再開待っていました。 

40 代 

本や読書＝趣味・現実逃避、勉強、調べものをする…など。今どき情報収集はイン

ターネットで出来ますが、インターネットの情報は信憑性がうすいし、やはり本と

いう現物が手元にあるほうがワクワクするというのがあるので、私にとって本はな

くてはならないものです。本は普段からたくさん読むので、置き場所的にもおさい

ふ的にも全て購入するわけにもいきません。なので図書館の利用は私には欠かせな

いことです。又、図書館には、普通の書店ではお目にかかれない本もあり、書棚を

はしからはしまでながめているだけで楽しいです。図書館に行くことが休日の楽し

みでもありますので、開館再開したときには本当にうれしかったです。図書館大好

きです。これからもお世話になります。 

40 代 
新しい知識をえるために必要 

たくさんの本と接する大切な場所 

40 代 

思いもかけぬ「休暇」によりこれまで以上に本を読むことができました。本から得

る知識は幅広く、１冊読むと更に知識を深めたくなり何冊もの本へとつながりま

す。図書館の蔵書がたくさんで知識欲、読書欲を満たしてくれるとても有難い存在

です。 

40 代 読書と図書館に足を運ぶことは生活の一部である。 

40 代 

読書は知識を増やしたり疑問に思っていたことを調べるなど人生に豊かさを与え

てくれる学習要素、小説や物語では本の文章を自分自身の技量や想像力で自由自在

に読み進めていける楽しみがあるので図書館を積極的に利用したいです。貴重な資

料を借りることができたり、自身で本を管理するのはスペースや保存状態など制限

されるので図書館が自宅近くにあるのはとても幸せだと思います。これからもよろ

しくお願いします。 

40 代 
いろんなことを知ることができる。 

図書館は色々な本と出会えるのでなくてはならない場所。 

50 代 
向上心をみたしてくれる。直面した課題、トラブル、悩みを解決するヒントをくれ

る。本を自由に読める環境を与えてくれる図書館は人生の最良の友。 

50 代 
「本や読書」ちがう空間へ連れていってくれるもの。 「図書館」なくては困る場

所です。 

50 代 
本は知識の幅を増すため、図書館は以前購入し手放した本を再度読む機会を得る場

所です。 

50 代 
本・・・人としての深みを与えてくれる  

図書館・・・全てほしい本を買えないので、とてもよく利用させてもらっています。 

50 代 
「本や読書」は私にとってなくてはならないもの。「図書館」はなくてはならない本

を与えてくれる、大事な窓口です。 

50 代 本は心の栄養です。外出自粛の時こそ、図書館が望まれる気がします。 
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50 代 

本・読書…時間や気持ちにゆとりがある時できる物。今回の在宅勤務で知識を得る

ため読書量が増えた。子供達の本が足りなくなった。 

図書館…かく週で本を家族で 15～20 冊程の絵本や本を借りていたので、図書館に

行けず毎夜同じ本を読み聞かせしていました。久しぶりに新しい本が借りられてう

れしかったのか、年長の子が帰宅後すぐに読んでいました。やはり図書館は私達家

族にはなくてはならない物です。改めて利用できなくなり感じたことです。 

50 代 
読書は知的好奇心向上、自分内面との向き合いに最高の道具です。 

購入すると本が増えてしまうので、図書館の存在はとても有難いです。 

50 代 

わたしにとって読書とは自分の世界を広げるもの、深く掘り下げるものです。 

読みたい本をすべて買うわけにもいかず、図書館にはとてもお世話になっておりま

す。 

50 代 なくてはならないもの 

60 代 「本や読書」必須 「図書館」気楽に行ける場所であって欲しい。 

60 代 

現在 67 才ですがパートで少しだけ働いております。しかし後数年しましたらパー

トで働くこともなくなると思います。そうしたら「本や読書」「図書館」は私の生活

のほとんどすべてとなるでしょう。 

60 代 必要 

60 代 

本は心の友（達）。本からいろいろなことを教えてもらいます。音楽のように、心の

やすらぎ、心をいやしてくれるものです。学ぶより楽しむ。心の栄養になります。

図書館は本を通していろいろな人を知ることができます。死んだのに、会える不思

議な場所です。歴史上の人物に出会える楽しみと、今の時代にも生きる、活きる知

恵があります。羅針盤になります。宮本武蔵が本によって変わったように、誰でも

同じ様に変われると信じています。人生において本は音楽の様になくてはならない

大切なものです。コロナで、図書館の中で読む事ができないのは残念でなりません。

無料で時を過ごすことができる大切な場所です。私はプータロウの時、時間を過ご

すためには無料で長くいられる（雨風をしのげる）最高の休憩場所であり、憩いの

場所です。ありがとうございました。 

60 代 
読書は自分の人生で欠かせないもの。読書するに当って図書館は欠かせないもので

す。 

60 代 
本は独身時代は買う派。結婚・出産・子育て・卒子育ての今は借りる派。読書と図

書館は生活の一部です。 

60 代 

終活中の為本を増やしたくないので図書館で借りられるのは大変ありがたい。本は

知識を得るばかりでなく、物語り等でその情景をイメージしていくことから心の豊

かさを培うことができるものと思う。心を癒し、育て、豊かにしてくれる。 

60 代 
本は知識、情報をたくさん与えてくれる。 図書館は自分の興味以外のものもある

ので助かります。 
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60 代 

本や読書の意味は齢を重ねごとに変るはず、それは目的という言葉では捉え切れな

い、と思います。本来図書館とはそのような人生の多面的な世代（時期）に対応し

てあるべきものと思います。時代はパソコン（デジタル）と非接触の世界に大きく

変化し旧時代の小生のような人間は対処のすべもありません。されど愛する本の”

住処”（すみか）としての場所をこれからも自分なりに利用させて頂きます。来年に

はコロナも終息し世界はあらゆる場面に新局面を題すでしょう。スタッフのみなさ

まのご努力をみるにつけ変るものと失ってはならないものの選択が正しくされる

ことを祈っております。お礼まで 

60 代 もっと知りたいという思いをかなえてくれるもの 

60 代 日常 

60 代 
私にとって本は生きていく上で必要なものです。 本を読みその世界に入れますし

喜びもし感動もします。 図書館は大事な場所です。いつもありがとうございます。 

60 代 

本はなくてはならないもの。図書館はとても助かる存在です。何度も読みたくなる

本や必要な本は買いますがそれも出来れば読んでから。資金に限界はもちろん置き

場所もうない。話題の本、初めての作家を読んでみることができるのもありがたい。

おすすめの本コーナーで発見することもあります。 

60 代 人生を豊かにする物。 新しい知識を得る物。楽しい体験を知るところ。 

60 代 

仕事をしていた頃（最近まで）家事もあり、読書があまりできなくて本を読みたい

と思う気持ちがずっとあった。 退職した今、やりたいことはたくさんあるが、そ

の中心には読書があるようにしたい。 購入して読む本もあると思うが、図書館へ

足を運んでもっと広い分野にも目を向けて、読みたい本を探し、読んでいきたい。 

60 代 

・「本や読書」は知識や情報を得るためにもちろん大切だが、一番は思索を深めるた

めです。  

・「図書館」は、読みたい本や、さがしたい情報を得るために利用する他に、目的は

なくても知の宝庫にぶらっと行くのも楽しみです。 

60 代 

本も買って読むのはお金がかかるし、一回読めばまずもう一度読むという事はあま

りないと思う。以前はかなり大きな本棚に入りきれない程の本を持っていたが今は

本棚すら無い。図書館を利用させて頂き、本当にありがたく思っています。新刊が

無いのが少し不満ではありますが。 

60 代 「本や読書」・・他次元へ行けるドア 「図書館」・・宝箱 

60 代 
・本を読む事によって、知識が広がり、心も大きくなり、個性も豊かになります。  

・図書館で働いている方は、応対も良いので、借りやすいです。 

60 代 

新型コロナウイルス感染拡大以前から読書は好きで、主に時代小説をよく読んでい

ました。休館中は書店で購入したりしましたが決して安価ではなく、あらためて図

書館のありがたさがわかりました。 

60 代 
本を読むことが生活の一部になっています。趣味の本は何度も同じ本を借りられて

助かります。好きな本を自由に選べる図書館が大好きです。 

60 代 精神の栄養、考える材料。図書館が充実していることは、日々生きてゆく喜び。 
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60 代 

図書館はなくてはならない存在です。インターネットや本屋では得がたいすぐに手

に取って試しに読んでみるという行動を無料で可能にしてくれます。図書館が無か

ったら私はとても困ったでしょう。日野市に引っ越してきてまず最初に探したのは

図書館でした。近隣の市（調布や府中など）の図書館を利用できるのも大変嬉しく

ありがたいことです。文庫本の貸し出しをやめようという動きもあるそうですが、

文庫本ほど身近で手軽でありがたいものはありません。どうか充実させてほしいと

思います。気に入って何度も読むというのもすばらしいことですが、知らない作家

の知らない作品に出会えるのも視野を広げ、楽しみを増やす良い機会です。年を取

り、重い本が負担になり、わずかなおこづかいで日常を送る身にとって、図書館の

文庫本コーナーは救いでもあるのです。そして、心を震わせるほどの作品に出会え

た時、なけなしのおこづかいで、手元に置いていつでも手に取れるよう本屋で買う

のです。もうひとつ、図書館の楽しみは絵本です。絵本のコーナーはわくわくしま

す。多くの子どもたち、お母さんたちが安心してその場に座り、絵本を楽しめる空

間が戻ってきますように。職員の皆様のご助力、とても感謝しています。どうぞ、

くれぐれもお身体ご自愛下さり、私たちに本を、これからも読ませて下さい。 

60 代 生活の一部 

60 代 知識の宝庫 

60 代 なくてはならないものです。 

60 代 生活を豊かにし、潤いをもたらす 

60 代 

電車での仕事の行き帰りが読書タイムです。自粛中は家に引きこもったため、本を

開く機会が減りました。図書館はとても助かります。好きな作家達の作品を費用を

かけずに読めるからです。何しろ本代にお金をかける余裕がありませんので。人気

の本はすぐに読めないのがもどかしいですが。最近は新刊はとりあえず予約してお

き、順番が来るのを気長に待ちます。待っている間に「そう言えばあのシリーズを

最近フォローしていなかったな」という本を検索し、借りて読んでいます。 

60 代 
・図書館はいつまでもあって欲しいと思います。 ・電子書籍は情報収集には良い

ですが、おちついて活字の本も読みたいです。ゆっくりと考える時間となります。 

60 代 

子供の頃から読書が好きで若い頃は買って読み結婚後はもっぱら図書館を利用し

ていました。今回図書館の閉館で読むものが無くなった時は、手持ち無沙汰でした。

特に寝る前に布団に入って読むのが一番の幸せでしたので、仕方なく通販で中古の

ものを十数冊買ってしまいました。好きな作家の本を買ったので後悔はないのです

が、しみじみ図書館が開館していてくれるってありがたいですね。新しい作家にト

ライしてみる、賞を取った作品を読む、雑誌は買うほどじゃないから借りて読む、

など図書館だからできると思います。 

60 代 本や読書は趣味のひとつ、そして図書館、私の趣味には必要・不可欠のもの、です。 
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60 代 

本は自分にとって未知の知識を与えてくれる最良の先生です。電子書籍もあります

が、繰り返し読んだり全体の流れを掴むのは、本に敵いません。図書館の利用に関

しとても便利な事は、市内のあらゆる図書館の本が読める事。私はスマホを通じて、

予約した本を多摩平図書館で受け取っています。わざわざ他の図書館に行かなくて

も読みたい物が読める、これは大変有り難いです。現在月に 25～30 冊読んでいま

す。これからも市立図書館を利用したいと思います。 

60 代 

「本や読書」は生きていくうえで、必要不可欠のものである。 

図書館で何冊ものベストセラーが購入され貸し出されていることについて、税金消

費の点と地元関連の希少図書の保存の点と出版業界への圧迫から疑問に思うこと

もある。 

来場者数や貸し出し件数の増加に力点を置くよりも、地元志向の活動も検討するこ

とが必要ではないか。 

60 代 

読書は生きる糧であり、余暇の充実の為にも欠かすことの出来ないものです。全国

に先駆けて移動図書館を導入する等、最高レベルの施策を享受出来ますことを心よ

り感謝致します。 

60 代 

私にとって"本"は様々な知識の源、情報収集の為の大事なツールです。 

そして"図書館"は知識の宝庫に加えて幼少期からの癒しの空間であり、生活の上で

なくてはならない大切なものです。 

60 代 

いつもお世話になっています。ありがとうございます。 

本はいつも身近にあって、感動したり、心奮わせたり、気持ちを潤してくれます。

ずっと友達です。 

面白い本に出会えた時は心がほっこりします。予約の本が手元に届いた時は、ワク

ワクします。 

いっぱい読みたいと思っています 

70 才以上 必要不可欠 

70 才以上 

心の安定、脳活性のため、落ち着いて本を読むことで、集中することが出来る。図

書館があることで多種多用なほんを手に取って読める。自分で買うのは？と考えた

時、助かります。 

70 才以上 
無料で本が読めるのでありがたいです。自しゅくの時こそ、本を借りたいと思いま

した。 

70 才以上 本は心の栄養剤に思います。 図書館はセミナー会場に思えます。 

70 才以上 
映像、耳から入る情報 etc.良いけれど時間がある時はゆっくりと本・文字を追いか

けたいと思います。図書館を意識して引っこしてきました。良い環境です。 

70 才以上 

歴史や日本の古い時代に作られた和歌や物語を読むことが楽しみの１つとなって

います。家の近くに図書館があり利用させて頂けることを大変有難く思っていま

す。 

70 才以上 

幼い時から本好きの私にとって、本はお天道様や米の飯と同じであり、それ無しで

は生きていけない存在。また、頼れる師や友人と同じです。なので、古今東西の本

を提供してくれる図書館及びそれを運営する図書館員の方々はなくてはならない

ものとして感謝しつつ利用しております。 
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70 才以上 
本：知識のもと⇒全てを購入するのは不可能！金銭的に＆空間的に。図書館の存在

はまことに貴重。図書館で借りて読み、必要なもののみ買う。 

70 才以上 
「本や読書」は生きてゆく為になくてはならないものであり、「図書館」はなくては

ならない大切な場所です。 

70 才以上 
生来読書好きで本を手にしない日はないくらいです。 図書館には感謝してます。

（現在 91才） 

70 才以上 なくてはならない物です。 

70 才以上 新しい感覚・知識・脳の活性化をはかりたい為。 社会とのつながりをはかる。 

70 才以上 
本を通じて自分とは異なる考え方や行動の人と接する事ができるが、図書館は幅広

い作者の本を自由に選択できるので、非常に魅力的です 

70 才以上 自分の生活の中で「必要なもの」と実感しました。 

70 才以上 心の糧 

70 才以上 知識を広げる為 

70 才以上 

本は人生です。あらゆる知識を与へてくれ、歴史を知り、今の時代をとらえること

が出来ます。図書館は、永遠なる旅行へ導いてくれる。その先にはあらゆる書物と

の出会いがあって、たとえば図書館で出会った一冊の本の中からでも、それを発見

できます。全ての本を知ることが出来なくても、図書館で見つけた本の中から、ウ

ンベルト・エーコ、ホルヘ、ルイス・ボルヘス、フランシス・ベーコンの著作を知

ることが出来ます。（今読んでいる本からですが）本の命は目録です。本の所在を私

たちに教えてくれるのは、目録に記された書誌事項です。以上。 

70 才以上 

子供の時から、本を読むことが好きでした。今、事情があり、沖縄の離島と日野を

行き来して生活していますが、日野での大きな楽しみの 1つは、図書館です。時間

のとれる時は、本を読んでいます。 

70 才以上 
本の世界が人生にあって良かったです。図書館が近くにあって、とても良かったで

す。 

70 才以上 絶対必要です。世の中で一番大切な所です。いつもありがとう！！ 

70 才以上 

・なくてはならないもの 

・心のより処 

・希望 

70 才以上 

子供の頃から読書が大好きで、小４の時,戦争と平和、等トルストイを読み、並行し

て銭形平次、四十七士を読んでいました。学生の頃は小遣いでマクドナルド、チャ

ンドラー、ハードボイルドも大好きでした。今でも歴史物は大好きです。なかなか

本ばかりは求められないので図書館には大いにたすかっています。今後共コロナで

大変ですが、健康に気をつけてよろしくお願い致します。（乱筆にて） 

70 才以上 
A…体の一部、習慣 

B…助かります（購入費用軽減） 

70 才以上 
書物を読むことは真理を頭に刻む。広範なジャンルを提供してくれる図書館は正に

知の泉である。 
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70 才以上 

・読書することで様々な知識を得たり想像力を養い現在過去未来を行き来できる楽

しさを味わえる。「本や読書」は有意義な時間を与えてくれると感じている。 

・図書館では色々なジャンルの本に接することができ、読んでみようかな（？）と

思わせてくれる。 

・自分で購入するとどうしても好みに偏ってしまうので「図書館」は無くてはなら

ないところです。 

70 才以上 大切なみんなの本に折ったり汚したりする人が多くいる様です。気になります。 

70 才以上 
子供の頃は学校図書館、社会人では購入（仕事関係、教養書、新書（岩波））、リタ

イア後は市立図書館がたより。 

70 才以上 

子供の時から本好き、友人には本・命と言われています。沢山の本を買う費用も大

変だし置場もないしで本当に図書館は有難いです。初めての作家さんの本が面白い

ととっても嬉しいです。 

70 才以上 なくてはならないもの。 

70 才以上 
読書は人生の一部です。なくてはならない時間です。図書館が近く（約 500ｍ）て

とても助かります。 

70 才以上 読書は、生きる糧。図書館はそれをかなえてくれる宝。 

70 才以上 世界人類史で稀有な存在。日本的精神を学ぶこと。 

70 才以上 
子供の頃からの活字好きなので、ごはんのようなものです。近くに図書館があり、

本当にラッキーです。 

70 才以上 老後を生き抜くための絶対必要な物そして場所！ 

70 才以上 

読書という豊かな時間がなかったら、私の人生は味けないものになっていたかもし

れません。欲しい本をすべて手に入れることはできないので、図書館の存在はこの

上なく有難いです。いつも感謝しています。 

70 才以上 暇つぶし 

70 才以上 

子供のころ読書する事が好きでした。それが 30 代～50 代ごろは、あまり読む事が

出来なく 60 代に入ってまた読み始め、今では生活の一部です。図書館の再開をと

ても楽しみに待っていました。 

70 才以上 

時々本を貸して戴いております。本当に「図書館」には感謝でいっぱいです。時々

は本を買っています（本屋、ブックオフ）がやはり無料でたくさんの本を貸して戴

くのはとても有難いことです。本によって気持ちの整理・整頓、知識など学んでお

ります。いつも有難うございます。 

70 才以上 
本は知識の宝庫。本屋・図書館は自分の趣味・向上心に大変役立っている。新刊ニ

ュース等あるともっと嬉しい。 

70 才以上 なくてはならないもの 

70 才以上 
イ．物の見方、考え方を整理する上で必要です。 

ロ．非常に楽しく、助かります。 

70 才以上 活字を読むということが好き。図書館があってとても重宝しています。 
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70 才以上 

本は日常とちがう世界に入ることができたり日本や中国などの歴史とそこに生き

ていた人達の様子がわかり楽しい。図書館は出版されている全ての本を貸してくれ

るシステムが完ぺきでとても助かっています。 

70 才以上 

子供の頃から本が好きでした。今は余暇がたっぷりあり、読書は生き甲斐ですが、

そうそう買えませんので新刊をリクエストし、その著者が好きになれば、過去の本

を又リクエストして楽しんでいます。図書がますます充実しますようお願いしま

す。 

70 才以上 

書籍は「本」がいちばんです。たまにパソコンやスマホの文章を読むと読みづらく

て疲れます。その点からも「図書館」は静かに「本」や「新聞」が読めて最高にお

ちつくことができるすばらしい場所です。いつも感謝しています。 ただ、もう少

し要望が言えるならば、日野市の図書館はもう少し「基本的な」本をそろえていた

だくとありがたいです。話題の本やベストセラーもけっこうですが新聞の書評欄に

取り上げられているような歳月がたっても色あせない本です。 開架で並んでいる

といっそう魅力的な感じがします。どうぞよろしくお願いいたします。 

70 才以上 

・人生を豊かにしてくれる大切な「本や読書」と「図書館」です。  

・図書館はいろいろなジャンルの本があるので、とても大切な場所です。  

・いつも手元に本がないとさびしいです。 

70 才以上 

動画（その他）は音楽（リモートコンサート）  本、読書は必要不可欠です。 文

字から頭の中で映像になる面白さは変えがたいものです。落語にも通じる点があり

ますが、文字は又、別物です。  図書館は、日頃興味の無いもの、知らなかった

のにめぐり合う事ができる場所です。  読んだ事の無い作家の本を偶然読んで、

その作家の本を次々と読んでみたくなったり、幅が広がってゆきます。  又、気

軽に絵本など見て、心がほっこり楽しくなったりします。  図書館は蔵書の多さ、

幅の広さが何より魅力です。 （乱筆失礼しました） 

70 才以上 
日々の生活時間の半日を過ごす時間で読書のない日はない。 図書館は新たな文中

へのトライにつながる発見のある場所です。 

70 才以上 唯一無為の生活の糧ですよ。 

70 才以上 読書は好き、図書館は有難い。 

70 才以上 本は私の人生の大切な糧であり、図書館はその供給源となっている。 

70 才以上 
好奇心旺盛なので、読書量は子供時代から多い。 興味の範囲も広いので、図書館

での調べものや、とり寄せてもらう本も、とてもありがたい。 

70 才以上 
私にとって人生での最優先の楽しみです、読書は。 図書館は市民への最高のサー

ビス。いつまでも続けてほしい。ありがとう。 

70 才以上 
本や読書：生きる意味 

図書館：自分で所有できない本を読める（高価すぎる、大量すぎる） 

70 才以上 

今の時間を読書ですごす事が出来るのは、本好きの私にとってとっても幸せな時間

と思って居ります。本を購入する、そして読む事もそして図書館へ行って、又、違

った傾向の本を選べるという、この便利さは、図書館は、私にとってなくてはなら

い場所と思って居ります。いつも、本当にありがとうございます。 
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70 才以上 
「本や読書」＝趣味、娯楽（テレビ以上に）本を開かぬ日はまず無い 「図書館」

＝知識の森林浴 

70 才以上 絶対に必要なもの 

70 才以上 

本を読むと新しい情報を得たり物語に夢中になったり 素晴らしい時間を得ること

ができる。 

いつも図書館を利用させてもらいありがとうございます。また職員の方も丁寧で気

持ち良く対応してくれます。 

70 才以上 なくてはならないものです。 

70 才以上 現実の不満（？）を忘れさせてくれて心おだやかにして下さいます。 
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私の図書館利用方法 

10 才未満 読書パスポートを活用させて頂きました。 

20 代 

臨時閉鎖以前は、週 2回くらい行っていました。お金をかけずに色んな本に触れら

れて、助かっています。 

図書館で出会った本から好きな作者を見つけたら、本屋さんで新刊を購入する、と

いうのが習慣になっていました。 

また、洋裁が趣味なので、型紙付きの本がたくさん借りられるのは本当にありがた

いです。 

今後とも図書館にはお世話になります。 

30 代 子供の本をいつも借りています。いつもありがとうございます。 

30 代 子供の本を２週に１回通いかりています。とてもありがたいです。 

30 代 

子供の教育のため、たくさん本を読みきかせたいので図書館で幅広い書物にふれさ

せたいと思っています。また、私自身の仕事や趣味のために情報をえるのにすごく

お世話になっています。専門書など蔵書は幅広く多くとりそろえてほしい。 

30 代 

10 才未満 

１才、３才の子どものためにいつも絵本をかりています。寝る前の１つのおたのし

みとして毎日楽しませてもらっています。 

40 代 
知識を高めるために本や雑誌を読みたいが、ものを増やしたくないので図書館をと

ても活用させていただいています。本当にありがたいです。 

40 代 
生活の一部です。何を借りるか、直接探したり、お目当ての本を借りたり、本を読

む時は、まず図書館から利用しています。 

40 代 
私自身それほど読書は好きではありませんが、私の母が読書が好きで、読書をすす

められ、私の子供達に本を読んでほしくて、図書館へ足を運んでいます。 

40 代 図書館は気分転換にもなるので、よく利用させてもらっています。 

40 代 

今回のコロナ禍で、完全にテレワークとなり、1 人暮らしの自宅で時間を過ごすこ

とになりました。パソコンでの仕事で誰かと話すこともないので（WEB会議以外は）、

だんだん刺激が足りなくなってきました。そこで、「近所にせっかく図書館がある

んだから本を借りよう！」と思い、料理の本や家庭菜園の本、スパイスハーブの本

など借りて、日常生活が楽しくなるよう、今までやったことのない料理を作ったり、

園芸をしたり、日常にうるおいができるよう趣味を増やしました。とても有難く、

わくわくしました。（臨時休館の直前直後です） 

本がいいのはスマホやパソコンのように長時間観ていても目が痛くならないし、写

真に迫力があり、デザイン含め本のつくりを見ているだけでも楽しいです。編集者

や著者が企画を練ってつくっているのでネットの記事より一つのテーマをいろん

な角度でまとまって読め、情報に信頼性もあります。また、日野市のほかの図書館

から取り寄せもできてしかも早く、さらに学術的な本も意外にけっこうあって仕事

関係でもかなり助けられました。今回をきっかけに図書館のヘビーユーザーになり

ました。日野市の図書館大好きです。取り寄せも早くてとても便利です。 

40 代 
子供に新しい絵本をどんどん読んであげたいので、ホームページから予約して借り

ています。 



117 

 

40 代 

趣味であり、生活の一部でもあります。コロナで図書館から借りられない期間は、

いつもより家で過ごす時間が多かったからこそ、もっと本を読みたかったので残念

でした。購入して読むというのは、経済的にも厳しいものもあり、特に小説などは

作者や出版者には申し訳ないですが、一度読めば良いというものも多く（内容が良

くてもです）、図書館で読みたい本を次々に（しかも無料で）借りて読めるというの

は大変有難いです。図書館のホームページも使いやすく重宝しています。これから

もよろしくお願いします。 

40 代 毎日、通勤で本を読むのでいつもお世話になっています 

40 代 

子供（３才）の読み聞かせのため通っています。きっかけは定期的に行われていた

子供向け読み聞かせイベントへの参加でした。もう娘は幼稚園に通い始めたので機

会が少なくなりましたが復活をいのっています。 

50 代 

勉強（仕事上の）の為の本がほとんど。数年おき程度で、無性に小説が読みたくな

る。図書館は本だけでなく、机を借りたり、熱中症の避難所として利用する事が多

いです。 

50 代 

主に美術関連の本を多く借りています。思いのほか蔵書が多く、（美術書は高価な

ものもあり）自分では購入して読めないような本も読めるので大変助かっていま

す。 

50 代 

図書館は、自分の趣味以外の本が並んでいて広い範囲の事を知るのに最適です。ま

た、購入するには高額な写真集や美術書などが借りることができ、とても助かりま

す。自分の収集場所を必要とせずに、再度借りることもでき、大変感謝するところ

です。いろいろ、大変な事もあるかと思いますが、50代としては、ディスプレイ画

面で見るよりやはり紙にある知識を見て理解する方法が頭に入ってくる様に思い

ます。今日の図書館運営は、大変だと思いますが、これからもよろしくお願い致し

ます。 

50 代 

図書館をうろうろしていると、思いがけない本に出会えます。目的の本を取りおい

てもらう＋うろうろするで楽しんでいます。毎月テーマを決めて選んでもらってい

る本も必ずチェックしています。ありがとうございます。 

50 代 購入品との使い分けに便利（図書館） 

50 代 

自分で読む本は購入するのですが、仕事で子どもたちに読み聞かせる絵本は図書館

でお借りしています。とてもたくさんの本をいつもきれいに気持ちよく読める様管

理してくださってありがとうございます。おかげ様で子どもたちに数多くの絵本の

世界を見せることが出来ています。 

50 代 調べ物等とても便利に利用させてもらってます 

50 代 蔵書の数と種類が本屋さんの比でなく多いので調べ物にとても役に立っています。 

50 代 地域の歴史調べに非常に助かっています。 

50 代 週に一度、図書館で本を借りに行くのがルーチンになってます。 

60 代 
パソコンをやらないので知りたいことは図書館に来て調べています。又、月刊誌な

ど中身を見てから購入する事があります。 

60 代 
物が増えるのが嫌なのでもっぱら興味ある本は図書館で借り、手元に置いておきた

い本はその後購入します。休館中はとても淋しかったです。 
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60 代 

本は買って手元に置くものと思っていましたが、年をとると、これまでのように本

を増やしていくわけにはいかないなと考え始めました。最近は、図書館で借りて読

み、どうしても欲しい本だけ買うようにしています。それから、孫が出来、遊びに

来るようになった今、孫の滞在期間に、かみしばいや絵本を借りるというこれまで

には考えた事もなかった利用をしています。 

絵本も借りて、読み聞かせ、気に入ったものをプレゼントするという楽しみも増え

ました。これからも図書館にお世話になりたいと思います。 

60 代 
いつも多摩平図書館を利用させていただいています。リラックスして活字とむきあ

う場です。 

60 代 新聞を取るのをやめて健康のため散歩をかねて来ています 

60 代 
以前は、新品を読みたい、衛生面での不安、読んだ本は手元に残したい、等で図書

館を敬遠していたが、退職後の収入減で、今は宝の山になっている。 

60 代 
近頃は若い時に読んだ本を読み返す事が多くなり、中央図書館の全集を利用させて

もらっています。 

60 代 
読書は日常的にしていますが、仕事に必要な専門書は購入するが、その他の本は自

宅に置き場所がなくなってきているので、図書館で借りるようにしています。 

60 代 

まだ文庫になっていない本は図書館で借りて、特に時代小説など！友人には文字中

毒と言われますが、もともと本好きで、父の書棚の日本文学を読み（高校）、外国の

ものは高校の図書館で（帰宅部だったので）。近頃新聞の新しく出た本の案内が少

なくなってさびしいなと。 

60 代 タブレットから予約ができるのでありがたい。 

60 代 

日野市立図書館には、いつもお世話になっています。特に旅行関係の本をお借りで

き、大変助かっています。 明るくきびきびと対応していただき気持ちよく利用さ

せていただいてます。 

60 代 

若い時は、結構本を買って読んでいましたが、本棚に沢山増えてきて、整理をして

からは、なるべく買わないで、図書館を利用するようになりました。ありがたいで

す。 

60 代 

小学生の頃から図書館に通うことは生活の一部になっています。 インターネット

もよく利用しますが、本からの情報も貴重です。 物を増やしたくないので、本は

買わずに図書館利用です。 これからもお世話になります！ 

60 代 

時間のすき間に読書します（通勤の時・就寝前）。本を購入すると置場や処分に困る

ので図書館を利用します。以前居住していた調布市、勤務先の立川市でも借りられ

るよう利用カード３枚持ってます。自粛中は閉鎖していたので読書からは離れてい

ました。 

60 代 
娯楽の為の本、興味はあるが購入の必要のない本は、図書館にリクエストしていま

す。非常に重宝しております。 

60 代 
中央図書館にはいつもお世話になっております。 

料理のレシピなど参考にして試作しています。 
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60 代 

定年退職後、時間を持て余し気味だったので、読書を趣味として始めた。現役時代

は本を買って読んでいたが、退職後はお金を節約するため、図書館を利用している。

月５～６冊のペースで読んでいるが、パソコンで予約できるため、本を探す時間の

節約になっていて、大変ありがたい。 

70 才以上 
自分で買って保存しておきたい本と、一度よんだらおしまいの本があります。後者

を図書館に頼ってます。 

70 才以上 

・暮しの手帖や今日の料理など、読んで必要なページについてコピーして、保存し

ています。  

・わが家には、パソコンが無いので、図書館のパソコンを借りたいので、申し出た

ら、操作は「自分でやってください」と言われた。サービスが悪いと思いました、 

70 才以上 
最初週刊誌を見て、その後に健康に関する本等を一冊借りて帰ると気分が落付く。

日頃お世話になり有難う御座居ます。 

70 才以上 
図書館は大変有効に活用させてもらっている。特に他市では館外持出し禁止本も貸

出し出来る本があって大変ありがたい。（市政図書室や新選組本充実など） 

70 才以上 

ここ 5、6年は図書館を利用しております。年令的にも本の購入は控えております。

処分に困りますのでその分として寄付をしております。ほんとうにいつもありがと

うございます。 

70 才以上 趣味をより深めるため 

70 才以上 

読書が大好きですが、年金暮らしのため本の購入もためらいますが、図書館を利用

する様になって沢山の本を借りることが出来て感謝しております。受付の方達もと

ても親切に対応して頂き、これからもよろしくお願い致します。 

70 才以上 
パソコンで予約できるのがとても便利です。本からは、いろいろなことが習得でき

る。 

70 才以上 本の紹介（新聞等）の著者や内容を知る 

70 才以上 
本を買うとどうしても積ん読になり、買うだけで満足する。家を片づけられないの

で返す事で区切りがつき本当に助かります。 

70 才以上 趣味や余暇の為、図書館を利用させてもらっています。 

70 才以上 新刊等新聞で知っています図書館で借りて読み、気に入れば購入する 

70 才以上 
80才台後半となり、あまり本を読まなくなりましたが、図書館で各種雑誌に触れ、

世の動きをとらえることができています。 

70 才以上 

調べごとをしたいとき、新聞などの記事に紹介された本を読みたいとき、また新刊

本を読みたいときに図書館を利用します。書籍は高く、処分もままならず、蔵書す

ることなく済むのでとても重宝しています。 

70 才以上 本を増やさないため 

70 才以上 大変ありがたく思っています。高額な本は手に入れるのが困難なので。 

70 才以上 

自分で持っていたいと思う本以外は図書館を利用させて頂いています。自宅から 10

分位で図書館へ行けるので、時々寄ることが出来、感謝しています。これからも、

よろしくお願いします。 
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70 才以上 
自宅の本棚がすでに一杯で、本を買う余地がなく図書館の本なら読んだら返せる

し、入門から専門書まであるのでありがたい。 

70 才以上 

１．余暇の時間活用や気分転換 

２．図書館利用は大変ありがたい。各ジャンルが揃っていて毎月利用させて頂いて

います。 

70 才以上 

高齢の為蔵書を処分している中購読したい本を購入し書籍を増やすことはできる

だけ避けたく存じ、折にふれて利用させて頂いております。フランス語の原書、音

楽関係のコピーetc、etc、他市の図書館ばかりでなく国会図書館からまでも取り寄

せて頂きましたり、細やかなお心づかいと本を愛する市民のためのご尽力を惜しま

ないスタッフの方々の心温かいお気もちに折にふれて接し、いつも深く感謝申し上

げます。 

70 才以上 生活の一部として利用させていただいています。 

70 才以上 気分転換のため 

70 才以上 日常生活のリズム作りの一環となっています。 

70 才以上 退職後外部よりの購入が少なくなった為図書館にて利用するようになりました。 

70 才以上 
色々なジャンルの本をたくさん読みたいが、読み終わった本の処分にこまるので、

図書館で借ることとしている。 

70 才以上 生活の一部分であるが、図書館が散歩の習慣も苦にならずに付けさせて呉れた。 

70 才以上 

新聞雑誌掲載されている本（新刊雑誌とか、〇〇さんの記事内に記載されたものと

か）を探しに行くのに利用します。そこでおすすめの本とか思いがけない本に出逢

ったりするのが楽しみでよく出向きます。 

70 才以上 朗読をやっているので、幅広く利用したい 

70 才以上 家に無い本、買えない本、大変便利に利用させていただいております。 

70 才以上 本を読むとボケ防止になるので、よく利用させていただいています。 

70 才以上 若い頃読んだ本の再確認とか、ボケ防止。新コロナ対策の一つ。 

70 才以上 
金出して本買っていた時に比べて、図書館で借りて読書するようになり、真に本を

楽しめるようになりました。 

70 才以上 
以前は自分で購入、蔵書がほとんどでしたが、最近（定年以後）よく利用するよう

になった。ダンシャリで大型辞書類など手元に無い時便利です。 

70 才以上 
高齢とコロナの為、外出もままならず俳壇と俳句四季、毎月図書館でお借りしてい

ます。楽しい時間を与えて頂いて有難うございます。 

70 才以上 
楽しみ。利用させてもらっていると思います。市内にないものはとりよせてもらっ

ております。 

70 才以上 読みたいと思った本をリクエストするとお電話をいただけて有難いと思っている。 

70 才以上 図書館には次々とリクエストさせて頂き感謝しております。 

70 才以上 
直ぐ近くにある図書館はとても有難い。しかも綺麗でパソコンで検索出来るので重

宝しています。 
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70 才以上 

20年前に退職した後は、ちょっと知りたい事、調べる事がありますとまず図書館へ

今まで読んだ事のない作家の本もまず図書館でチェックと本との出会いを楽しめ

る場所です。これからもお世話になりますのでよろしくお願い致します。 

70 才以上 予約が出来、本棚みたいに使ってます。 

70 才以上 買物に行く途中にありますのでとてもたすかってます 

70 才以上 

ＣＤ等を聞くため。日野は、府中よりコロナの対応が遅かった。 

ＣＤの在庫は、百草の方が借りる人が少なくて多摩平より多い感じ。それで百草に

通う。読書は目が疲れるので×、もっぱらテレビのアニメ。 

70 才以上 

パソコン、スマホが無いので知りたい知識・調べもの等本で収得していたのに、出

来ない日が続き、イライラした。一人暮しなので何でも書物に頼っているので通常

は大助かりです。分野別に専門書が数多く揃っているので、多々読み比べたり、家

事の合間に調べたり、我家の本棚には、日本・外国文学書は多いが、生活の助けと

なる本は無いし購入には多額なのですぐ、図書館に走ります。コピーもして帰りま

す。小説よりも現在では、身近に役立つ事の方が優先で、疑問を先送りする年令で

はないので、経済的にも助かっています。 

70 才以上 工作やイラストの本を借りています。 

70 才以上 

図書館にレース編の本がありましたので昔を思いレース編を始めました。コロナの

間おかりして大分編みました。（コロナの前は本を借りていました。）お友達にプレ

ゼントしてとても喜ばれました。 

※テーブルクロス 10枚編みました。 

70 才以上 
多摩平図書館はＣＤがあるので良く利用します。新聞が一ケ月無くなった時はびっ

くり。利用者が多部数をかかえてる時が良くあります。気になります。 

70 才以上 
「選択」「波」「文春」「NHK出版物」等年間購読の他話題作等、必要とする図書を主

に多摩平図書館から借用している。 

70 才以上 

８０歳になって、終活の世代です。本は、極力貴図書館を利用させていただいてお

ります。読書会・朗読講座・読み聞かせ等々、多くの本に接する必要があります。

読書会でレポーターになると、膨大な資料が必要になります。朗読講座の発表会関

連でも、多くの本が必要です。学校での読み聞かせの時には、多くの候補から本を

選定します。新聞読書案内等で、いい本が紹介されると、購入を希望させていただ

くこともあります。多い時には、３０冊近くお借りしています。また、新聞は 1紙

しか取っておりませんので、傾向の違う新聞も含めて多くの紙面に目を通させてい

ただいております。雑誌も、健康や趣味を中心に、親しませていただいております。

図書館は、私にとって欠かせない機関です。ますますの発展を願っております。 

70 才以上 

７０歳代にとって毎日の読書は、生活そのものです。毎月発行される書籍は膨大で、

その中から面白そうな本を見つけるのも又楽しいもの、図書館では館内をめぐって

興味を惹かれる書籍名を、見つけるのもよろしい、昔読み忘れた本を見つけたら思

わず唸ってしまう。週に１度は寄ってます。 

70 才以上 
家にあるのは自分の興味がある分野だけの本ですが、図書館には種々の分野の本が

あるので思いがけない本に出会える事が楽しみです。 
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70 才以上 

毎日就寝前に本を読むのが習慣になっているで、読む本がないと物足りなさを感じ

ます。 

自粛中はその前に予約をしていた本を図書館から借りながら読んで、何とか読む本

がない状態にはならずに過ごせました。歩いて行ける距離に図書館があるのは本当

にありがたいことです。 

本を借りに行ったり返しに行ったりがとてもいい散歩になり、家に閉じこもりがち

になる自粛中もいい運動のきっかけになりました。 

ネットで本の予約や延長ができるのでとても便利に利用させていただいています。 

70 才以上 

興味を持っている事にたずさわっているときに、引用されたり紹介されたりする文

献名に遭遇することが多々有る。それらの文献などを図書館で借りて調べるのが楽

しいひとときです。有れば嬉しいですし、なくとも、是非見たいと思う場合は在庫

する図書館を追求します。結果としてオンラインで内容を見ることが出来る場合が

増えつつ有るのは悦ばしい事です。さらに結果としてなぜ紹介されているのかを疑

問に思う場合も多いです。 

70 才以上 

若い頃から読書は好きで生活の一部となっている。図書館は大いに利用させて頂い

ているが、特にテーマを持って読むとき、その周辺の本が比較的容易に手に入った

のが助かった。 

70 才以上 

以前は、仕事に関係する情報収集や資格取得に向けた勉強などが主であり、小説は

気分転換と通勤電車内で痴漢に間違われないよう（笑い）右手につり革、左手文庫

本でしたが、ここ１０年程は時代小説がほぼ９割になってしまいました。 

ただ時代小説は、2 時間程度で読め再度読み直す事も殆どないため 700~800 円近く

出して購入する元気も無く、図書館とブックオフ（100~200 円程度）を大いに利用

させて頂いています。 

図書館は、予約しても順番がなかなか来ないため話が続くまで少々時間が掛かる事

になっていますが、思い出すのもボケ防止と思い此れからも図書館を最大限使わせ

て頂こうと思っています。 
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図書館に望むこと 

10 才未満 11ぴきのねこシリーズの本をふやしてほしいです。 

10 才未満 たのしい本をおいてほしいです。アッチシリーズがいっぱいふえてほしいです。 

10 才未満 

小学 3年生 

ぼくは本が大好きです。図書館で出荷して欲しい本があります。それは、怪盗レ

ッド十八巻です。出荷できたらおねがいします。            

10 才未満 

小学 4年生 
もっとたくさんの本を読みたいので頑張ってください 

10 才未満 

小学４年生 
わたしは、りょうりの本がすきで、ほしかった本がかりられてうれしいです 

10 代 

図書館を利用する機会が最近増えたが、日野市の図書館よりも他の市の図書館

を多く利用している。もっと立川市や府中市のような大きな図書館や自習室を

兼ね備えた図書館を作っていただきたい。 

10 代 

中学１年生 
面白い本をより読みたいです。 

30 代 新刊をもう少し貸出してほしい。 

30 代 自分が今まで借りた本をカードに記録できると嬉しい。 

30 代 

近隣市町村の公共図書館で働いています。先日、相互利用者が予約リクエスト

をしたいと来館しましたが、相互利用者は出来ないと伝えるとがっかりしてい

ました。その方は日野市民で、日野市の図書館でリクエストされてはとお伝え

すると、日野は財政難で本をリクエストしても入らない、だから他の市の図書

館に来ると話していました。図書館で働く者として、日野市民として、かける言

葉が見つかりませんでした。日野に限ったことではありませんが、何故財政難

で真っ先に予算を削られるのは文化的施設なのでしょうか。私はひまわり号誕

生の地である日野市を誇りに思っています。日野市民がまず利用するのが日野

市立図書館であること。それが公共図書館としての役割ではないでしょうか。 

30 代 

参考文献などのためにとても役立っています。休館中は苦労しました。専門的

な書物を検索かけると、ないことが多いのでぜひ取り入れてほしいです。 

たとえば・・・ 

探索！ことばの世界 

ことばに魅せられて 

日英語対照英語学概論 

ファンダメンタル英語学 

英文法解説 

ことばの意味と使用 

図解英語史入門 

・・・などなど、他にも、こういった部類の書物はほぼありません。 

市内には学生も多く、論文を書く機会も非常に多いと思うので、カバーしてい

ただけたら嬉しいです。 

40 代 図書館の本も電子化してほしいです！ 
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40 代 

貸出しは、ネットで選ぶ方法と自分で好きな本を選ぶ方法があると思います。

図書館にはその両方をうばわないでほしいです。貸出し時間をたとえ短くして

も、貸出し自体はやめないでください。お願いします。 

40 代 

子供の頃から利用している中央図書館とこども図書館（現多摩平）では、館内で

うるさくすると、キチンと叱られたが、最近は大人も子供もやかましい。誰も注

意しない。「図書館」は市立に限らず、大学でも共通のコモンセンスがあったか

と思うが、崩壊したのが残念です。公園化したと思えば良いでしょうか？ 

40 代 
汚れや破れなどの絵本が目につきます。１年前位に予約待ちして借りた絵本に

は、とかげがはさまってぺしゃんこになっていました。チェックをしてほしい。 

40 代 
日野市もそろそろカウンター業務（貸出・返却）を機械化（無人化）する時で

は？ 

40 代 

いつでも開いていると思うとかえって行かない。混んでいて、常連らしき人ば

かりが優遇されているイメージあり。本の回ってくる時間も、1人に対して長す

ぎるのではないか？最長 1 か月もっていれると、1冊が 1 年間に 12人しか貸出

せない。税金を使っているのだから、もっと費用対効果を考えるべきではない

か？ 

40 代 

近所であるのと、紙で専門的な知識を得られるのは便利。 職場でも航空情報

を紙で印刷して配布しているが、今後タブレットで情報提供するようにしたい

のですが、ネット環境が整っていない部分もあり、すべての人に同じサービス

を提供するのは無理です。しかし、このままネット配信もスタートさせないと

将来的に大きな問題になると思います。この問題は図書館も同じような問題が

あると思います。今後の図書館の存在意義が問われていると思います。 

40 代 

図書館は多くの本に出合える場なので、感染対策をしながら利用が続けられる

と良いと思う。インターネットで本の予約ができるため、子供のおすすめの本

など紹介をしていただけるとありがたいです。 

40 代 ３密に注意し、これからも続けて頂きたいです。 

40 代 

新しい本は書店で見つかりますので、図書館は高価な事典・辞書などを中心に

充実させてください。日野は貸し出し中心になっていますが、貸し出し数はも

っと制限したほうが、回転が良くなるのでは？ 
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40 代 

子どもと一緒に絵本をよむじかんは、とてもゆったりとしていいじかんです。 

ねる前ひざにのせてよむ、とてもいいスキンシップにもなっています。（３才の

子） 要望です！「こどものとも」「かがくのとも」は、１つのコーナーにまと

めてもらえるとさがしやすいです。 再度かりたいとき、作者までおぼえてお

らず、また他の本にかくれてしまいさがしづらいです。おねがいします！ 〇

児童書がたくさんあるためか、なんとなくとてもさがしづらく 人気のある作

家 ex「そらまめくんシリーズ」「のらねこぐんだんシリーズ」「１４ひきのねこ

シリーズ」「ばばばあちゃんシリーズ」など わかりやすく表示したりしてもら

えると見つけやすいです。 作者ごとになっているのは普通ですが、なんとな

く本の大きさがばらばらしていて、小さい本は埋もれてしまい、かなり見にく

いです。 ぜひ工夫をおねがいします。 〇返却する日をかいたしおりですが、

たくさん借りると何冊かりたか（私はいつもかりてすぐかみにかいて、カレン

ダーにはっておきますが）返却時分からなくなってしまいます。 もし可能な

ら、本の名前をかいた紙（感熱紙か何か）があるとよい。（予算の関係もあるか） 

いろいろ要望しました。ぜひおねがいします。   

40 代 

休館の間本当に困りました。やっとあけてくれてありがとう。ついでに言うと、

本は重たく、ここまで歩いてくるのに腰がつらい…。ムリだと思うけど、予約し

た本を郵送してくれたらいいのに…。せめて駅に返却ボックスをもうけてほし

い。そしたら、仕事行くときに１冊ずつ、こまめに返却できる。重くないから腰

もらく。休みの日にまとめて大量にかりてかえすのはしんどい…。腰がつらい。

しんどいけど、勉強のために、本をかりるしかない。全部は買えない、本は高い

から。返却ボックス、けんとうしてもらえませんか？よろしくおねがいします。

返却ちえんもへると思います。 

40 代 

知識や情報を得るうえで、どうしてもネットでは偏ってしまうので、図書館を

利用しています。 

お休みの期間を含め、それ以前から、予約取り置き期間と借用期間が長く、なか

なか回ってこないため、取り置き期間を短くしてほしいです。税金を使ってい

る以上、多くの市民に行きわたるよう、工夫をしていただきたいと思います。 

また、作家さんのこと、出版業界の今後を思うと、新刊をすぐに大量に貸し出す

ことに以前から違和感を覚えています。本当に読みたい方は購入すればよく、

本を大切にする図書館の立ち位置をもう少し考えても良いのではないでしょう

か。 

これからの時代にあった、費用対効果の視点をもった図書館になることを期待

しております。 

40 代 

重要な場所なので安全に利用したい。 近頃は大声でどなる人や席を独占して

いる人がいて利用しづらい。 借りたい本がカウンター内の棚にずっと置いて

あるのも気になっている。本の回るのが遅いのではないか？ 
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40 代 

本や読書は生活の一部となっているため欠かせません。紙媒体、電子版の平行

活用をさせて頂いています。日野市立図書館でも千代田区立図書館や八王子市

立図書館のように電子書籍の貸出ができるとよいです。３０冊貸出はいささか

多いのでは？読書そのものの価値が下がるかと思います。 

40 代 

読書は不要不急ではない生活の一部であることを再認識した。感染症対策をし

つつ、完全休館で全く利用できない状態にならないよう運用を是非お願いした

いと思います。日野市は他の自治体に比べその点利便性が高かったです。 

40 代 
本が高くて好きに買え無いので図書館はありがたいです。もっとライトノベル

系を増やしてほしいです。 

50 代 

気になる書籍（話題になった本など）を図書館で借りられるのは非常にありが

たいです。日野市の図書館は他市よりも視聴覚資料（CD、DVDその他）が非常に

少ないと感じます。（日本や海外の古い映画など、あれば嬉しいです。） 

50 代 衛生面の管理の徹底をお願いしたい。その上で通常提供をして欲しい。 

50 代 視聴覚資料（DVD、CD）の充実。開館時間の延長（府中は 22：00まで） 

50 代 

図書館ではできるだけ新しいものをとり入れてほしい。小説などは新しいもの

が、まあ入ってきますが、インテリア、旅行、手芸などは古いものが多く、新し

いものが全く入ってきません。なんとかしてほしいです。 

50 代 日野駅の近くに、新しい充実した図書館を作ってほしいです。 

50 代 

生活の知恵・人生の学び・海外旅行・タイムトリップを一番手軽に得られるツー

ルが本です。 

新刊をリクエストすると半年くらいかかるので「30 冊まで」の制限を緩和して

ほしい 

50 代 何度も読み直したい本が他館の本だとつらい。 

50 代 
今後、第２波、第３はが起きても継続して図書館を利用できる様に検討して頂

ければ幸いです。 

50 代 

・書籍の購入はもう少し抑えてもいいのではないでしょうか？ベストセラーの

本をリクエストが多いからといって大量に購入するといったことは必要でしょ

うか？そういう本は読み手が自ら購入すべきものでは？  

・利用者から会費を徴収するとかはどうでしょうか？  

・梅棹忠夫著作集は捨てないでください！ 

50 代 

本は自分で購入もするが、図書館に頼って沢山読ませて頂いているのであらた

めて図書館の存在の大切さを実感しました。 本を貸して頂き読んでいると頁

に口紅の跡がずっとついている本が多々あり不快になります。ツバをつけ頁を

無意識にめくっているのでしょうが、本の表紙に注意を貼ったらいいのでは？

と考えます。新刊本からでけっこうです。 

50 代 

図書館で本の相談を現在しているが、本を使った人生相談の様な事をしてはど

うか？ その人が今の不安、心配等それぞれにあった本を紹介するシステムを

作ったら市長に喜ばれるのではないか？ 例えば ①自分の人生や将来に不安

がある人→「どう生きるか 自分の人生！ ウエイン・Ｗ・ダイアー」 ②失恋

した時→「くまちゃん 角田光代」 
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50 代 

タダで借りていて申し訳ないとは思うのですが、家が日野市のはずれにあり、

半径２ｋｍに図書館がありません。小さくていいので、そういった地域になん

とか図書館を新設してほしいです。 

50 代 出来れば、毎日休まないでほしい（図書館）時間も延長を希望 

50 代 

図書館があることで、未知のことを知ることができ、とても楽しく利用させて

いただいています。希望ですが、図書のクリーニングができるようになったら

と思います。 

50 代 

いろいろな本を読むことができてありがたい。大人版のオススメ本紹介コーナ

ーあるとうれしいです。ジュニア版のも参考にして、よませてもらっています。

以前、「こんな本を紹介してほしい」との要望に、司書さんが楽しい本を紹介し

て下さりとてもうれしかったです。本のコンシェルジュのコーナーがあるとい

いと思います。 

50 代 

図書館の本を、コンビニでも、借りたり、返せたり出来ると、良いと思います。 

例えば、図書館のホームページで、借りる本と、受け取るコンビニのお店を選択

して、申し込むと、翌日位に、コンビニで本を受け取れて、本を読み終わった

ら、コンビニに、返却できるような形が、良いと思います。 

コンビニにとっても、集客が向上し、ついで買いによる、売上アップが期待でき

るので、メリットがあると思います。 

50 代 

ぜひ電子図書館サービスを始めてもらいたい。 

電子書籍の貸し出しには著作権問題があり古い本などが多く、電子図書館では

読みたい本がないと思っていたが、最近電子書籍貸し出しを始めた昭島市民図

書館は人気のある新しい本も貸し出しているようだ。 

電子書籍貸し出しは、コロナ社会でも、また入院など図書館に行けない人にと

っても大変有用なものであり、ぜひ検討してもらいたい。 

50 代 

・必要不可欠 

・電子的資料を充実させ、貸出の利便性を高めて欲しい 

・漫画や音楽・映像についても収集対象として欲しい。 

50 代 電子書籍を用意いただき借りられれば、コロナ渦では助かると感じました。 

50 代 検索するのが一字一句同じでなくても検索できるようにして欲しい。 

50 代 

コロナ自粛で図書館が閉館してしまったときは大変困りました 

現在の「利用者は出来るだけ短時間で」という趣旨には賛成ですが 

利用者が少なくなった分、かえって「長居」をしている方も目立ちます 

図書館を利用するためには椅子は不要ですし、 

椅子があることで「ついつい長居」してしまう人もいるかと思うので 

椅子は片付けた方がよいのではないかと思います 

60 代 
市立図書館から、開閉館や情報のプッシュ型提供（インターネット、メール）を

して頂けると便利。今回のコロナ対応の情報等は特に欲しい内容でした。 

60 代 書店、古本屋で買えない本やＣＤ、洋書等を図書館でもっと増やして欲しい。 
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60 代 

図書館へのお願い 百草図書館は子供達がとてもうるさい所です。日野市、多

摩市の図書館へ行きますが、他はとても静かだし大きな声で話している子供に

対して注意をします。百草図書館の方はしません。他の図書館を見習って、皆さ

んが静かに読書できるよう注意すべき所は注意する心がまえを持って頂きた

い。 

60 代 
よく利用させて頂いています。ありがとうございます。ある図書館では本を消

毒していると聞いたのですが大丈夫なのでしょうか。 

60 代 

明るい雰囲気にして欲しい。特に椅子、汚れてみえる。鉛筆が短く、書きづら

い。古い CDが多い←時代をもう少しとり入れて。バリアフリーをもっと進めて

欲しい。生徒が勉強に使えるスペースを確保して欲しい。中央のおどり場では

なく。中央こそ、生徒の学習室を整えて欲しい。私自身、身近に生徒はいません

が、自宅に限らない学びの場所を造って欲しい。 

60 代 DVD（音楽）を置いてください。 

60 代 

・貸出しのビニールカバーがきたない。 

・多摩市立図書館の貸出し本が、届くまで５か月もかかっている。聖蹟桜ヶ丘ま

で取りに行った方が早かった（取りに行ってはと説明すべきだ） 

60 代 
目的の情報を手に入れられるところであってほしい。 その意味でも、雑誌、週

刊誌の貸し出しは止めて、館内で見るだけにしてもらいたいです。 

60 代 電子書籍を扱って欲しい。無料で。 

60 代 まだ図書館にない新刊本の予約もネットで出来ればありがたいです。 

60 代 
本を借りる時に、本の題名を印字して欲しい。杉並区は「上記までお返し」のレ

シートに、借りている本名が印字されていますよ。 

60 代 要望ですが科学、哲学、数学などの基本的な洋書があると助かります。 

60 代 新書がなかなか読めないようにおもいます。 

60 代 市の財産なので大切にあつかってほしい。汚れが多い 

60 代 

いつも思うことですが、日野市立図書館の書庫にどんな本があるのかを見るこ

とはできないものでしょうか。ある特定の本をさがしている、またはある作家

の本がどれだけそろっているのかを調べたいというようにさがす対象がはっき

りしている場合には検索システムを利用すればよいわけですが、「どんな本があ

るのかな」と開架を見てまわるように書庫の蔵書を見ることができたらと思い

ます。これまでに偶然のことから書庫に驚くような貴重な本があるのを知って

お借りしたことが何度もあります。（私がやりかたを知らないだけかもしれませ

んが） 

60 代 

・いつも利用させていただきありがとうございます。  

・落語や講談の CDを増やしてほしいです。（最近のもの）  

・”週刊文春 WOMAN”を入れてほしい。（季刊誌） 
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60 代 

以前は図書館の HPから、本の検索を楽しみにしていましたが、システムが変わ

ってから、検索がやり辛くなり、予約もほとんどしなくなりました。一考願いま

す。 作家さんで以前は 10冊程見れ、100冊も 10回で確認可能でした。 新刊

もず～とスクロール状態で、途中で諦めてしまいます。もっと楽に出来るので

しょうか？ 

60 代 

新刊も早く貸出されており感謝しておりますが、期間内に返却されていないケ

ースが多く対応を希望します。 （例：待ちが１人にもかかわらず１カ月待つこ

とも多々あります。）ペナルティーも必要かと。 

60 代 
転勤で各地を回りましたが、日野市の図書館は充実しています。9 時 or9 時 30

分開館にできませんか？ 

60 代 

本ほど、価格に比べて内包価値が高いものはない。（良書に限りますが）特に図

書館はタダなので、こんなサービスあっていいのか、という高付加価値サービ

スです。利用者は近場の人なので、レビュー掲示板を電子的に作って交流の場

とし、希望者はリアルな意見交換の場につなげられたら、うまくいったら面白

い。然し、たいていは、特定の政党員、宗教者、サイコパスなのが乱入してきて

とんでもない事になる怖れがあります。品位を保って相互の人格を尊重しつつ

意見交換・交流できる場があったら地方文化の支持基盤ともなり得ると思いま

すが。（図書館主導は難しいでしょうね。有志がゲリラ的、ボランティア的、私

的に開催？） 

60 代 便利に利用させていただいております。増々の書籍へ充実を希みます。 

60 代 本の種類によって、貸出期間（延長）に幅を持たせて下さい。 

60 代 

大型本や辞書を利用させていただきました。本屋で売っていない書籍、図書館

だからこそ持っていられる蔵書を充実していただければありがたいです。貸し

出す（館外用）本はひとり５冊程度でよいのでは。 

60 代 新刊を多く願います。 

60 代 これからも沢山の本を置いて下さる様お願い致します。 

60 代 
買うと、一度読んだら邪魔になるので、図書館があってたすかってます。できれ

ば人気の本がもうすこし早く読めるとうれしいです。 

60 代 
ホームページの戻るボタンが使えないのが困る。ページを戻したい時が多々あ

るのにうまくいかない。戻し方があるかもしれないが、やり方が分からない。 

60 代 

収入が減り、多くの本を買う余裕がなくなりましたが、楽しみとして小説はこ

れからも読みたい、と思っていますので、図書館で新しく出版された小説や古

い小説を予約さえすれば、いつかは読めることは、大変うれしいことです。今後

も、新しい小説・雑誌等の購入を継続して欲しい、と願っています。 
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60 代 

私にとって本や読書は日常生活の一部です。図書館は若いころから恒常的に利

用しています。日々の読書だけでなく、調べ事や勉強にも利用してきました。昨

年末に中野から引っ越してきましたが、日野市の図書館は所蔵本の種類が少な

いと感じています。また、市内にない本を近隣の市立図書館や都立図書館から

取り寄せてもらう場合に、日数がかなりかかるのが不便です。他館との連携を

よりよくすることを是非検討して欲しいです。また、日野市の図書館は落ち着

いて調べ物や勉強をすることができるスペースがとても少ないのが残念です。

食事やお茶ができるレストランやカフェが併設されていないのもとっても残念

です。図書館は生活の一部ですので、ゆったりと勉強できる空間であって欲し

いと思います。 

60 代 サービス水準を維持するよう頑張ってください。 

60 代 

 図書館は楽しい背表紙散歩の場です。コロナ禍の現在、自由に図書館散策が

できないが、これを解決できないでしょうか。パソコンなどで、開架および閉架

の書棚の背表紙見学をできる方法を作り出してください。 

60 代 

読書は気持を落ち着けたり様々な考え方や事柄に触れたり…と、とても大切な

時間。でも、ちょっと読んでみたい本まで購入していては家計を圧迫してしま

う。図書館のおかげで、気楽に手を出せるのは本当にありがたいです。ただ、特

にこの時期、誰が読んだかわからない本に触れる怖さも、正直感じています。

(戻された本を以前から拭いてくださっているのはもちろん承知しています。あ

りがたいです。) あと、カードに図書館員の方が触れなくても差し出したカー

ドのバーコードを読み取れれば十分なのでは? お互いのために触れ合う機会

は減らせる方が良いとおもうのですが… 

60 代 

1週間で 1冊の本を読むため、費用面と本の処置から図書館で借りているが、読

みたい本が無い時がある。リクエストして図書館として購入できるようになる

と嬉しい。 

60 代 

理工学書（分子の話 etc）が少し増えれば、調べ物に利用できる程度に蔵書があ

ることを期待している。また、海外街歩きの蔵書などで旅空を空想したいと思

う！ 

60 代 図書以外の媒体（DVD、CDなど）も充実してもらえたら。 

70 才以上 

１）良書の提供を続けてください。 

２）良いＣＤを収集してください。 

３）寄付を募っても良いでしょう。 

４）ボランティアのスタッフごくろう様です。 

70 才以上 コロナだけでなく、窓は開放し常に空気入れ換えが大切！！ 

70 才以上 

図書館に勤務していていたので関心があります。ただ、上の人が図書館に対す

る熱意がないのか新しい図書が少ない。いつ来ても同じ本が並んでいると正直

がっかりします。図書費の増額をのぞみたい。日野市の図書館長であった前川

恒雄氏が亡くなられたが日野市の上層部の人たちがどの程度前川さんの事を知

っているのか。こんな事を言ってもしようがないですね。頑張ってください。 
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70 才以上 

◎「本や読書」：本の選定は、その時々に、偶発的に触発されたことによること

が多いので、図書館を利用するのが日常的になっています。視力が衰え、読書の

スピードの衰えは歴然としています。一度に数冊以上借りている人を見かけま

すが、２週間で読めるのだろうかと、疑念がよぎるのは、加齢のせいでしょう

か。 

◎「図書館」：１．今回の新型コロナ感染防止対策で、早々と図書館の機能を全

面停止した近隣自治体もありましたが、日野市は、ぎりぎり？まで予約、貸出の

サービスを継続していたことは、利用者にとってはありがたかったです。残念

ながら、全面閉館になりましたが、予約、貸出だけでも続けることはできなかっ

たのだろうかという思いがあります。都の指導に反するのは困難と思われます

が、都の方針そのものが妥当であったかどうか、図書館の貸出くらいは許可し

てもよかったのではと思っているのですが、歌舞伎町などの濃厚接触する職種

とは全く異なると思うからです。第２次の感染拡大に対しての然るべき対策が、

過剰自粛でない効果的なものになるように願っています。 

２．日野市の図書館は、近隣自治体の図書館と異なり、入り口に盗難防止の機器

が設置されていません。財政的に厳しいのでしょう。何年か前、中央図書館で、

日野市の図書館には盗難防止装置（何という名称か知りません）が無いのは、日

野市民の「民度」が高いからかと、冗談半分の質問をしたことがありましたが、

その時の回答は、装置は、1500 万円以上？かかるので難しいとのことでした。

図書ではありませんが、百草図書館で、長い間、借用した掲示物が無くなった。

返してほしいとの掲示を見かけましたが、傷ましいことでした。蔵書も盗難に

あっているのではないかと想像しています。全市的に、同様なことが起きてい

るのか、百草近辺に多いのか、紛失図書の情報（書名、地域）など、何らかの方

法で公表してはどうでしょうか。「自粛警察」を推奨するわけではありませんが、

ある種の警鐘を鳴らす必要があるのではと思っています。 

３．日野市の図書館は、かつては、先進的な施設として、各地から見学の対象と

なる存在でした。ところが、今や、高幡図書館（中央図書館も？）は、漏水対策

が必要なほど老朽化しています。高幡不動駅北の土地に新館建設の計画がある

とか、目にしたように思いますが、どうも存命中には期待できそうもないと思

われます。市立病院の副院長（元相談役）へ直接間接に法外な支払いをするなど

の無駄金を削減するなど、種々工夫して、基金を積み立てて、何とか稲城市や府

中市に劣らない施設ができないものかと、夢を見ているところです。 

※書き始めると、つい長くなってしまいました。ご斟酌のほど願いあげます。 

70 才以上 

図書館再開後、長時間いないように、との事なのに、中央図書館で 70才位の男

性ですが午前中から夕方（４時頃）までいる人がいます。職員の人が注意する様

にして下さい。 
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70 才以上 

読書は私にとって必要な習慣です。若い時に比べると根気・集中力にかけてき

ましたが大好きなものです。図書館がとざされていた間は不便でした。再開さ

れて良かったです。書評で話題になった本を申しこむと順番が半年後だったり

します。忘れた頃に届くのが難点ですがそれだけ好きな人が多いのだと思いま

す。が、もう少し回転を速くして頂きたいと願っています。週刊誌等は図書館で

そろえる必要があるのでしょうか。ほとんどの人が読まない高度な専門書は 1

冊あれば充分ではないか、その分他にまわせるのではと思います。いつも丁寧

に応対して下さるのでありがたいです。 

70 才以上 
図書館で新聞をガサガサしたり居眠りをしている人、子供がさわいだりマナー

が良くない者がいた。 

70 才以上 市の図書館を充実させて下さい（数量等、CD・DVDも） 

70 才以上 
全開架にして頂きたい。日野では DVD 貸出はありますか？なければ実現して頂

きたい！ 

70 才以上 
コロナの時代→本の消毒はどうしているのでしょうか。多数の人が読む本です。

安心して借りたいです。回答はホームページでお願いします。 

70 才以上 
人気がある（評判が高い）本の貸し出し順が遅すぎる。もう少し貸出冊数を増や

せないか検討してほしい。 

70 才以上 

〇制約はあるでしょうが、利用者は会員としてある程度の会費を徴収しては如

何でしょうか。 

〇図書館の本を読んだあと必ず手洗いをしている。書籍の消毒材の導入検討を

お願いしたい。 

70 才以上 

日野市ってどんなところと聞かれ、図書館の充実した街と答えられたらうれし

いと思う。365日開館していて利用時間も早朝から深夜まで可能。ネット利用な

らもちろん 24HOK、家にこもっているよりちょっと行ってみようかと思える場

所。明るい内装と雰囲気の中ゆっくりゆったり自己の探求心を満たすことがで

きるなんて、すばらしいと思う。また様々な事情で足を運べない人にはデリバ

リーサービスなども充実と付加価値いっぱいの場所。とは書いてみたが、夢は

少しずつと言うことで、まずは開館時間だけでも繰り上げてくれることを切に

願う。 

70 才以上 貸し出期間を３週間程度にして欲しい 

70 才以上 新刊書はなかなか順番がまわってこない！今回は約３ヶ月待ち。 

70 才以上 
図書館は必要不可欠の存在です。従来通り、継続して下さい。 新しい発行本の

購入を増やして欲しいです。 

70 才以上 DVD、音楽に加えて紀行、クルーズ等充実してほしい。 

70 才以上 

私には読書は生活に欠かせないものです。図書館は毎日のように使用していま

す。受付で図書のバーコードをチェックするクリック音が苦痛で長居はしませ

ん。クリック音を消してもらえませんか？ 文庫本をよく借りますが、痛みや

汚れのひどい本が多いので気持ちが落ち込みます、入れ替えをお願いします。 

70 才以上 読者の希望をとり、新しい図書も購入してもらいたい。 
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70 才以上 
自分の住む日野市南平近くの平山、中央、高幡、百草とありますが南平にないの

が残念です。 

70 才以上 
ペーパーバックス等をリクエストでも読めるようにしていただけたらと思いま

す。 

70 才以上 

知識や情報を得て、自分の考えを深める非常に大切な存在です。 それだけに、

個人情報保護の徹底をお願いします。 近年、正規職員の司書さんが減ってい

ますね。非正規職員の司書さんにも個人情報保護の徹底は行われていると思い

ますが、出来れば図書館勤務は正規職員のみにしていただきたいと思います。 

70 才以上 ますます蔵書が充実する事を望みます。 

70 才以上 
図書購入費の増額をお願いします。各家庭の本の利活用（寄付してもらう）の検

討をしたらどうでしょう 

70 才以上 老人は早起きなので、９時に開館してほしい 

70 才以上 芥川龍之介時代の蔵書が少ない。又は、古くて読めないのが残念です。 

70 才以上 新刊書が少なすぎる。 

70 才以上 
多摩平、中央と図書館２ヶ所あり助かる。 同じ本が３冊あるが必要ないと思

う。 下段の本は取りにくい。字も読みにくい。 

70 才以上 あまり古い本はいやだ 

70 才以上 

読書だけが唯一の趣味・娯楽なので、できれば予約待ちの期間がもう少し短く

なるといいなと思いつつ、例の 10万円は本の購入にあてようかなどと考える今

日この頃です。 

70 才以上 

週刊誌や月刊誌がおいてありますが、速報性の高い物（雑誌類）は、図書館にお

くべきではないと思います。読む人はズルイと思います。雑誌類は読みたい人

が自費で購入すべきものと思います。 

70 才以上 
小さい図書館は不要。大きい図書館であれば経費が安くなり、運営がしやすい

と思うが？（６ケ～７ケ所もあるのは？） 

70 才以上 

現在、市立図書館の貸出しは二週間に一度だが、もっと長くしてほしい。 早く

交換したい者は早く交換できる訳だから。私は一ケ月に一度くらいのペースで

交換したい。 

70 才以上 移転せず、現状のままでお願いします。 

70 才以上 

出来るだけ購入しないで図書館を利用しようと思います。購入すると時間が有

るので積読になりますから。市民にとって図書館は必要でいろいろの本が読め

るので希望者がいる場合は購入するように願います。 

70 才以上 皆さんもっときれいに扱って欲しいです。食物のカズや汚れが目立ちます。 

70 才以上 

多摩地域の市立図書館を利用する事がよくあるのですが、貸し出し手続きが自

動化されている所がいくつかあり便利です。稲城図書館では予約済みの本の受

け取りがとても使い勝手が良く日野市立図書館でも導入を検討していただきた

いです。 

70 才以上 
・絵本も好きで良くお借りします。 ・新刊本の購入が少ない様に思いますので

もう少し揃えて頂ければ嬉しいです。 
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70 才以上 人生経験豊かな人たちの「エッセイ」が読みたい。 

70 才以上 中浜万次郎について知りたい。 

70 才以上 

2 月の初めに予約順位２で申し込みをした本を借りることができたのが 6 月の

初めでした 

2 週間の取り置き期間を含めてもいくらなんでも遅すぎるのではないでしょう

か 

本の管理がきちんとできていないということでしょうか 

これでは紛失したり、返し忘れの本が多数あるのではないでしょうか 

予約が多数ある本は取り置き期間を短縮したり、返本期限を知らせるシステム

が機能していないのではないでしょうか 改善を望みます 

70 才以上 音楽関係の書籍、例えばオペレッタについての本や参考本がそろっていない 

70 才以上 

「本や読書」上記⑤で記入しましたとおり”生涯学習”です。 「図書館」①日

野市だけでなく日本の現代の図書館の歴史を拓かれ、先ごろ亡くなられた前川

さんの肝入りの図書館であることが、２年半前に転入してきた一つの理由でし

た。数十年前（現役当時）視察でお邪魔したことがあります。（中央館に） ②

（上記）であるだけに、しばらく前に、スタッフの方（職員の方でしょう）に利

用上のことで尋ねた時、何と（私の言ったことがよく聞こえなかったのか）

「ん？」（これ、タメ口ですよね）と返ってきましたが、この態度に唖然としま

した。ほとんどのスタッフの方々は、まずまずの応対をされていますけれど、ち

ょっと不愉快な応対があると、図書館全体の印象を悪くしてしまいます。私を

見下したことからも「ん？」になったようです。天にツバを吐くようなことで、

ご自分の”人間性”を見つめたらどうかと思います。歴史ある「日野の図書館」

で働いていることもよく認識していただきたいものです。 ※多分、この方も、

今の人たちに「～してもらう」「いただく」の区別がついていない人が多いです

が、この口だと思います。ＮＨＫのアナウンサーが使い分けをしていることに

気づいている人は少ないと思いますが。 これは、街のショップ、小売店で時々

ある、”勘違い”の”親しみ”を勝手に込めるパターンの人ですね。 ③「協力」

で取り寄せていただいた本の取置と貸出の期限が特にホームページで分かり難

いですので、借受先の市（区）・館にナーヴァスになるのは分かりますが、利用

者本位の表現、表記に工夫していただければと思います。 ④コピーするのに

小銭の用意を失念していたのは初めてで、恐る恐る両替をお願いしてみました

ら「公金は扱ってないので」とのことでしたが、コピー収入前？の利用者のお金

も公金ですか？図書館にあるお金にサービスとしてタッチできないということ

ですかね。でしたら、このニュアンスで説明したらよいと思います。私が勤務し

ていた図書館では、頻繁にあることでもないので、両替していました。現在は、

どうしているか、続けているか、やめたか分かりませんが。 ゴチャゴチャ細か

く書いて申し訳ありません。苦しい弁解になりますが「日野市図書館愛」と思し

召しください！ 

70 才以上 和式トイレを洋式へ変更して下さい。 
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70 才以上 

お願い‼①「歴史人」表紙コピーいまだにおいてないのはなぜ？他誌は実施済。

②月単位皆さんがどのようなものを読んでいるかデータかグラフ表示してほし

い（例・ベスト５とかランクなど方法は色々ある。） 

図書館とは、購入するまでもないほしいデータがいつでもそろっているので利

用しやすい。 

70 才以上 

日野市は図書館が充実していて身近で本当に有難いと思っています。今度はお

じいさんのたまり場ではなく若い人も集まるようにオシャレな図書館になって

ほしいです。 

例・カフェがある。 ・ガラス張りで広い ・テラスが有る  等 

70 才以上 新刊書の量をもっと多くして欲しい。読んでみたい書籍がない。 
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図書館の職員 

10 代 

読書や本は自分の生活に欠かせない物。図書館も定期的に通っている。本の貸し

出し、返却に限らず予約本の手配などいつも図書館員さんには感謝の気持ちで

いっぱいです。感染症予防のために普段よりも神経をすり減らすこともあるか

と思いますが、無理のない範囲で頑張ってほしいです。 

20 代 いつもお疲れ様です 

30 代 

職員の方々の対応が良いのでいつも楽しく利用させて頂いています。ありがと

うございます。 本の整理等ボランティア活動があれば参加いたしたく存じ、検

討と告知をお願いします。 

40 代 

いつもご対応ありがとうございます 

元気な方々の丁寧な対応が心地よいです 

２階の飾り付けとかも好きです 

これからもお願いします。 

日野図書館 利用者 

40 代 感染に気をつけて頑張って下さい。 

50 代 いつも大変親切なスタッフの皆様へ感謝申し上げます。 

60 代 いつも親切な対応に感謝します。 

60 代 

休日等に中央、多摩平などに行きます。とても大切な存在です。 中央図書館の

カウンター内におられる男性の声が大きくて、とても気になります。 もう少し

小さな声で話すとか、工夫をお願いします。お元気なのはいいですが。 時々、

館内でいっしょになる知り合いの人も、大きな声で話す職員の人がいると驚い

ていました。 

60 代 係員によって不快にはなりたくない。 

60 代 

図書館は自分の生活に必要な施設です。施設で働く職員（パートさん含む）の真

摯な姿はいつも感心させられます。 

利用する者として、マナーを守ることを（日野市民に本にボールペンで落書きす

るバカな市民がいるのが悲しい）肝に銘じて市民の本を大切にし、マナーをまも

っていきたい。 

70 才以上 
百草図書館の利用者への対応は大変感じが良い。他の範と考える。がんばってく

ださい。 

70 才以上 
以前は事務的に対応する係の人が多かった 

最近は親切で温かみを感じます。有難とう。 

70 才以上 まだコロナが収まっていないのに、いついっても親切でとてもうれしいです。 

70 才以上 

買物のついでに寄れるのがとても便利で助かります。昔（図書館ができた頃）女

性のすばらしい司書さんがいらしたことが忘れられないです。題名がわからな

くてもこういう本の中に引用されていたこういう内容の本というだけで見つけ

出して頂いたことがあります。とても嬉しかったです。調べたいことがあったと

きにアドバイス頂ける司書さんは貴重です。 
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70 才以上 

多摩平ふれあい館を利用していますが、たまに男性が大きな声であいそよく対

応する方がいますが、図書館は商いではないのであいさつなども小さく簡素に

していただきたい。来る人ごとに「こんにちは」「こんにちは」と云っている女

性もいますが、図書館はもっと静粛なところであっていいと思っています。 

70 才以上 スタッフの態度がすばらしいです。 

70 才以上 コロナ禍、おつとめご苦労様です。 大変な中、窓口対応、感謝しています。 

 

  



138 

 

本と読書 

  脳と心のオアシスです。 

10 才未満 ”心の栄養”として、毎日できるだけ読んであげるようにしています。 

10 才未満 マジックの本を読むとやりたくなります。 

10 才未満 

小学 1年生 

40 代 

子どもの成長に欠かせないもの。 心を大きく豊かにしてくれます。 

10才未満小学１

年生 
本をよむといろんなことがわかる。いつもありがとうございます。 

10 才未満 

小学 1年生 

おもしろい 

好き 本をよむことがすき 

10 才未満 

小学 2年生 
本は一つの楽しみであり自分にとってなくてはならないもの。 

10 才未満 

小学 3年生 
本を読むのは楽しい。 

10才未満小学３

年生 
本はとてもおもしろいもの。 

10 才未満 

小学 3年生 
自分のためにもなって、おもしろいし、ひまなときにもよめるので楽しいです。 

10 才未満 

小学 4年生 

ぼくは本が好きです。本を読むことでいつも行けない場所に行くことができた

り、うれしかったりさびしかったりいろいろな想いができるからです。 

10 才未満 

小学４年生 

ひまなときに読めば時間つぶしになるし、悲しい時に読めば元気づけてくれる。

うれしい時に読めば別の世界につれていってくれる、友達のようなそんざい。 

10 才未満 

小学 4年生 
宝物 

10 才未満 

小学４年生 

本：よむとげんじつになっているようになるから。 

読書：たのしいから 

としょかん：本をかりれるのでいろいろな本をかりれる 

10 代 
小説が好きなのですが、自分を別の世界へ連れていってくれるみたいで、つらい

時によく読みます。現実逃避です（笑） 

10 代 楽しい・おもしろいので好き 

10 代 
自分（作者）の思想を他の人に伝えて、その人の生活に多少なりとも変化を与え

るもの。 

10 代 自己投資 

10 代 誰かの人生の教訓や誰かの成功や失敗が凝縮されたもの、読まない理由はない。 

10 代 
イラッとしたときにすぐに心をやわらげてくれて自分が前から読みたかった本

があったりするから楽しく読めるのがいい。 

10 代 

小学 4年生 

わたしは本を読むとこの世界とは、ちがう世界に入れるのですきです。そして勉

強や知識が身につくからです。 
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10 代 

小学 4年生 
私にとって本は親友です。 

10 代 

小学 5年生 
わたしにとって本は、かけがえのない物 

10 代 

小学 5年生 
ちしきをたのしくおぼえられる。 

10 代 

小学６年生 

はじめは本を読むのがあまり好きではなかった。でも母に「本を読んでみたら」

と言われ読んでみたらすごく楽しかった。それから本が好きになった。 

10代小学６年生 本を読むと気分がよくなる ウキウキする 

10 代 

小学 6年生 
新しい表現や道を教えてくれるかけがえのないものです。 

10 代 

小学 6年生 

本は、大切なことや必要なことが書いてあると思う。読書をすることは、いいこ

とだと思う。 図書館は色々な種類の本があっていいと思う。 

10 代 

中学 1年生 

私にとって読書は、小さい頃からの 

趣味であり、一つの楽しみでも 

あります。また読書はいつでもどこでも行うことができるので私のは欠かせな

いものでもあると思います。 

図書館は本屋さんと違い買わなくても 

好きな本が読むことが出来るので、 

私にはなくてはならない存在です。 

また、図書館にいるとつい時間を忘れてしまうので、住めたらどれだけ良いのだ

ろうと思うときもあります。 

だから私は、これからどれだけ AIの技術が発達し、本の需要が無くなったとし

ても永遠に残って欲しいです。 

10 代 

中学 1年生 

ドラマなどにはない本ならではの描写や、想像の余地があるところが好き。 

図書館は新しい本と出会えるから楽しみ。 

10 代 

中学 1年生 

本は、先人が一生を削って作ったもので、中でも古典は、長い間読み継がれてき

たものなので、活用しない選択肢はないと思います。 

そして、図書館は、気軽にお金をかけずに本を読める場なので、とても良い所だ

と思います。 

図書館や本が無くなったらとても困ります。 

10 代 

中学２年生 

昔より電子機器等が普及されてきた中で、読書は昔から受け継がれてきた素晴

らしい物だと思います。私より年上の方も、年下の方も、読書にふれ、たしなん

でほしいと思います。 

10 代 

中学 2年生 

・本は読んでいると心が落ちつく。 ・YouTubeでは得られないような物事の考

え方を得られる。 ・小説を読むと登場人物に感情移入して、自分が登場人物に

なったような感覚がたまにある。 

10 代 

中学２年生 
本：１人でも、楽しい時間がすごせるもの。 
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10 代 

中学３年生 
気持ちが落ち着く。 

10 代 

中学３年生 

本には、まだ知らない事や面白い物語を体験しているみたいで私にとってはと

ても大切なものだと思います。図書館は、そんな本を無料で借りられて私にとっ

てはすごくいいと思います。 

10 代 

中学３年生 
読書は素晴らしい 

10 代 

高校１年生 

読書は読解力、理解力、説明力、文章力、漢字力など多くの力が身につき、それ

でいて最高の娯楽です。 

10代高校１年生 新たな知見を知ることができる一つの手段 

10 代 

高校１年生 

読書は落ち着かない時、気持ちの整理がつかない時に現実逃避するための手段

であり、毎日の楽しみでもあります。そんな本を手軽に沢山読める図書館は大切

な場所です。静かな空間なので、受験期には自習室として、ほぼ毎週利用してい

ました。 

10代高校１年生 

本は創造力をつけてもらえる、魔法の本だと思います。他の人の意見をその場で

見れたり、記ろくしたものを本にしていたり。またこれからも、よんでいきたい

なと思います。 

20 代 

いつも読書をし始めるまでに時間がかかってしまうのですが、いざ腰を据えて

読み始めると非常に面白いです。小さい頃読んでいた本をもう１度読み返した

り… 

20 代 私にとって読書は思考の訓練。 

20 代 
いつも近くにあってほしいもの。 知識を得る、別の世界に連れて行ってくれる

大切なもの。 

20 代 知識を身につけ、生活を豊かにするもの 

20 代 自らの知識、見聞を広げるツール 

30 代 
人間の文化活動のため本は必須。デジタル全盛の今だからこそ紙の大切さを大

事にしたい 

30 代 家にいながら、色々な世界へ旅ができるもの。 

30 代 本は生活の楽しみです 

30 代 成長の糧 

30 代 知識のアップデート 興味の探究 

30 代 
本は心が豊かになるので大好きです。子どもも絵本が大好きなので読書が好き

な子に育ってほしいとの思いもあり、図書館を利用させていただいています。 

30 代 

通勤の時間、自分の楽しみとして本を読んでいます。自粛期間中は子供と過ごす

ことが多く、本をゆっくり…とはいきませんでしたが、日常に戻るとやはり片手

に欠かせません。対策が大変だとは思いますが、今後も私の楽しみである場所を

宜しくお願いします。 

30 代 ストレス発散 
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30 代 
本の紹介面白かったです!! 

紙の本はなくならないでほしい！ 

30 代 人生を豊かにさせる友。 

30 代 
本を読むとときめきます。とても充実した気持ちになります。これからもたくさ

んの本に出会いたいです。 

30 代 空気と同じもの 

30 代 
親子で本を一緒に読むと、身近な疑問について話し合うことができます。本は知

識の宝庫です。 

30 代 知識・知恵への扉 

30 代 なくてはならないモノです。 

30 代 

読書を全くしない方でしたが、１冊のある本のおかげで、図書館を利用する機会

がふえました。それに伴って、子供達も本を読むようになりました。 子供が読

みたいと思う本（マンガ、小説など）は、出来る範囲であたえてあげたいなと感

じました。 夢中になって読んでる姿は感心します。 １日で読み終えて、本の

内容を教えてくれて、次は別の本が読みたいと言ってきた時はまよわず購入し

て読ませました。 

30 代 

 私は 10年程前（20代の終わり）から本格的に本を読み始め、今は年 100冊、

図書館には週に３回ほど通っています。今、百草在住ですが、駅前に図書館があ

るのがきっかけで住むようになりました。 

 読書で得た私の最大の気づきは「自分で決めることの大切さ」そして「考え続

けることの大切さ」です。私は個人的な挫折をきっかけに読書をするようになり

ました。何か生きる指針となる「答え」が欲しかったんだと思います。  

 文学や評論、詩歌やエッセイ、絵本など様々な本を読み「答え」を探し続けま

した。多くの心を打つ言葉に出合い、本から感動と生きる喜びを得ました。そし

て何度も「この言葉こそ自分の生きる指針だ」と思う言葉に出合いました。 

 しかし、それらの感動をくれた言葉たちも数日たつとなぜか少しずつ日常に

埋もれていきました。なぜだろうと思いつつも、いやもっと読めばきっと、どこ

か別な本にはきっと、と思い、本を読み続けました。 

 本を読み始めてから 7・8年たったころ、あることに気づきました。それは「お

そらく本に答えは書いてない」ということでした。既に読んだ本は千冊近くな

る。それでも天啓のような言葉と出合えないということは、おそらく本の中に答

えはないのだろう、と思いました。 

 しかし、同時もう一つのことに気づきました。それは「大切なことは答えを見

つけることでなく、答えを考え続けること」なのではないか、ということでした。

私がすべきことは、どこにもない答えを探すことではなく、答えを自ら作ること

なんじゃないかということに気づきました。 

 それに気づいてから徐々に生きることが楽になりました。人からどう見られ

ようと自分で考え決断することの大切さを実感できるようになりました。 

 私はこれからも本を読み続けたいと思っています。本の中で誰かが考えたこ

とを通して、自分なりの答えをずっと探し続けていきたいと思っています。 
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30 代 本はいやしになっています。 

30 代 
気分転換でもあり、勉強でもある。ＴＶとちがって自分がえられた情報を存分に

たのしめる。 

30 代 生活の一部です!! 

30 代 本を読むことで世界が広がるので大切な時間だと思います。 

30 代 本は電車通勤時に読みます。読む度に色々な発見があって楽しいです。 

30 代 生活の一部 

30 代 

読書は一瞬にして本の中の世界に入りこめるので、いい気分転換になる。自宅以

外で仕事の休憩中に本を読むことも多いが、本を読むことで気分がスッキリす

るので午後の仕事も頑張れている。子供達も読書が大好きで、図書館をよく利用

している。自粛で閉館の間はがっかりしていたが、開館になったと聞いて大喜び

だった。それくらい図書館は身近で大切な存在です。職員の皆様、いつも沢山の

本の管理をありがとうございます。 

40 代 

自分の時間、自分にかえることのできる時間。タブレットでの本もあると思う

が、やはり実際に手に持ちページをめくるという心の充実、子供にもそれは大切

にしてほしい感覚です。 

40 代 

本、読書、図書館は私にとってなくてはならないもの。家の近くに図書館がある

のはとても幸せなことです。図書館の方々、コロナで心配ですが、どうかお体に

気を付けて下さいね。 

40 代 
小説は楽しみのひとつ。教養本は、知識や情報を得る手段のひとつ。また様々な

気づきのきっかけです。 

40 代 
日々の生活に欠かせないもの。また、子どもたちの教育や親子のふれ合いをもつ

うえで、読みきかせや読書はなくてはならないものと感じます。 

40 代 スマホの画面で見るより、紙（本）の方が目が疲れず良いです。 

40 代 最も身近な娯楽 

40 代 両者とも人生に必要なものである。 

40 代 時間も忘れて集中できるもの。脳が休まるしリフレッシュできる。 

40 代 
読書により気持ちを落ち付かせることができる。新しい知識の蓄積、同じ本を繰

り返し読むことによる再確認・発見など。 

40 代 

ミステリーの本を読む事が多いので、知識を得るというより謎を解くワクワク

感を求めて読んでいます。 本は色々な考え方を知る事が出来るので、自分のレ

ベルに合った本が見つかれば、続けて読む事ができると思います。 私は中学生

まで本を読む事が苦手で２～３行で飽きていましたが、赤川次郎の本をたまた

ま手にしておもしろさにハマりました。 自分に合った本を見つけられれば、本

と長くつきあっていけて楽しみが増えると思います。 図書館では本を読む事

はないですが、いつもどんな宝物があるのかと楽しみながら借りる本を探して

います。 他人がいると気になってしまうので、家で自分のペースでゆっくり読

んでいます。 

40 代 より多くの事を知りたいです（生まれてきたからには） 
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40 代 必要不可欠 

40 代 知識や考え方を身に着けられ、人生を豊かにしてくれるもの 

40 代 
テレビも大好きですが、読書の時間は大切にしています。活字を読むのはとても

良い事だと思います。電子書籍は不要だと思ってしまう１人です。 

40 代 よい情報を得てたのしむもの 

40 代 自己投資 

40 代 本好きです。 

40 代 楽しみ、大切な存在、ありがたいもの、自分を支えてくれるもの 

40 代 

子どもと一緒に絵本を楽しんでいます。又、自分自身の為に借りた本「ブルータ

ワー」石田衣良が今回のコロナに似ていると思ってびっくりしました。落ち着い

たら話題のペストも借りてみたい。 

40 代 

この期間、子どもとたくさん絵本を読みました。くり返し読むことでじわじわ好

きになっていく絵本もあったりして、新しい発見もありました。子どもの頃『か

もさんおとおり』は好きではなかったのに、今読んでみるとおもしろい。子ども

も大好きで、何度も読みました。あの頃どうしてこのおもしろさがわからなかっ

たんだろう…どうしてこの子はおもしろいと思えるんだろう…と同じ「子ども

の時代」でも人によって感じ方はちがうんだなーと思いました。 

40 代 
インターネットでは、なかなか得ることができない、幅広く系統立った知識を与

えてくれるとても重要な存在です。 

40 代 
電子書籍も利用していますが、書籍の手ざわりや装丁、デザインの楽しみがない

ので、ちゃんと読書したいときには書籍にしています。 

40 代 自分のための時間です。日々育児・仕事に追われているので…。 

40 代 
子ども用に本を図書館で借りて、一緒に読んでいます。 寝る前の日課なので、

家族の成長に欠かせない時間です。 

40 代 
読書は生活に欠かせないものです。休館中とても淋しかったです。これからもず

っと図書館を生活の一部として活用したいです。 

40 代 時間を自分の好きにつかえる 大切なときです。 

40 代 想像できない世界に連れて行ってくれる大切な存在。 

40 代 情報源。心豊かにすごすためのツール。 

40 代 

今はゆっくり読書する時間があまり取れないのですが、時間ができたらゆっく

り読書の時間を取りたいです。私にとって読書＝時間・心にゆとりがあり、じっ

くり時間を費したいもの。 

40 代 
TV やスマホばかり見ているといらない情報が多く、ストレスになりがちなので

集中して読める本はとてもありがたいと思ってます。 

40 代 

月並みな回答ですが、本は移動しないで旅にでれる。様々な経験ができる。もち

ろんインターネットでも同様だけど、画面と紙では違う、上手く説明はできない

けど何かが根本的に違う気がする。画面イメージでめくる動作をアニメーショ

ンで上手く再現したとしても。 
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40 代 

高校生三年間は電車通学で 

新潮文庫の 100冊の中から 

自分で選んで 15冊くらい読みました 

程よい睡眠薬の本もいくつかありましたが 

夢中になるものもあって 

通学のスパイスになりました 

40 代 趣味 

40 代 

外出自粛期間中、時間の余裕はあったのに図書館で本が借りられるチャンスが

減り、電子書籍をいくつか読みました。Webだと次々とよみ進められる分、楽し

いのですが、じっくり読むことができず、やっぱり紙の本の良さを感じました

（目も悪くなったし。） 紙の本っていいですね！ 

40 代 

読書では、趣味、信条など色々と重要な情報を得られる。買わずに図書館で 1回

だけでなく複数回借りられ、頭や心に叩き込める。 

「裏切られた自由 H.フーバー著」は、現代の諸悪の根源が描かれていて、私の

信条に大きな影響を与えた。 

今まで 2度お借りしたが、またお借りしたいと思う。 

40 代（小学３年

生 ？） 

・知識の見聞をふやしてくれる。 

・子供の国語力 up。 

50 代 いろいろな知識情報や考え方を教えてくれるもの。 

50 代 絶対に必要。仏教と科学の知識を得るため。 

50 代 
読書は心の栄養剤。それを豊富に手軽に手に入る図書館はなくてはならない所

です。 

50 代 
知識や見聞を広げる手段。 インターネットでも情報は得られるが、見直したり

する内容は本の方が使いやすい。 

50 代 気分転換、情報、知識を得る、しゅみのため 

50 代 知らない世界を広げてくれるもので、大切な、なくてはならないものです。 

50 代 

読書はもっぱら通勤中（往復３時間）に電車やバスの中での楽しみです。ステイ

ホーム中に読書時間が減ったのは、通勤しなかったから。 ６月より通勤が再開

し読書がはかどるはかどる・・・ 

50 代 人生の勉強 

50 代 
私は文字が苦手なので、写真集、画集、あるいは図と絵ばかりの本（？）が好き

です。読絵です。 

50 代 
若い頃本を読まなかったので、死ぬまでに一つでも多くの作品を読みたいと思

う。 

50 代 
・ひとりでゆっくりすごすことのできる時間  

・知らないこと考えることができる 

50 代 大変勉強になります 

50 代 本や読書：時間を選ばず楽しむ娯楽 
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50 代 
減った：通勤時に読むことが多いがテレワークでへった。 

大切です。これからもよろしくお願いします。 

50 代 違う世界を知る事 

50 代 自分の知らないこと、世界が広がる楽しみを感じる 

50 代 
本は心の栄養。図書館は、必要な時に情報を得られる場所。今の自分には、イン

ターネット情報より、信じられる紙が一番。開館してくれたのが、うれしい。 

50 代 仕事に必須 

50 代 

寝る前のホッとする時間です。日野駅周辺に本屋がなくなってしまい大変たす

かっています。これからも、ジャンルにこだわることなし、いろいろな本を読ん

でみたいです。 

50 代 
なくてはならないもの。人生上の必須物 比較すれば結局一番コスパが良い→

種類、分野の多さ、深さ、手軽さ 

50 代 なくてはならない楽しみです。 

50 代 とても大切なもの。 

50 代 
本（小説）はリスクなく、色々な体験・知識・考え方を得ることができる。（SNS

やリアルだと恐い想いをする事がある） 人生を過ごすよきアドバイザーです。 

50 代 読書が好きです 

50 代 

本を読むことがとても好きです。紙のページをめくる、物語の世界に入りこめ

る、活字を目で追う、言葉の素晴らしさ、良いこと、好きなことをあげるときり

がありません。読みたい本を見つけ、図書館でリクエストするとかならず順番が

まわってきます。順番が来るのを楽しみにしています。 

50 代 退屈な本も多いが、それでも何か１つ気付きを与えてくれる。 

50 代 
電子より「紙」の方が体にやさしい。目にやさしい。 本はやはり本でないと。

ネットは代りになれない。 

50 代 救済になるといいものです。 

50 代 仕事でストレスあると小説読むことで解消できます。 

50 代 

テレワークや外出自粛になり、読書の時間が増えるぞと楽しみにしていたとこ

ろ、家族への対応が増えたり、仕事時間と家事の時間、自分の時間の分け方をう

まくできず、思ったより自分の時間が増えなかったのが残念。読書をしている間

は別世界に触れ、旅に出ているような気持ちになれるので大切にしている。 

50 代 
トラベルミステリーが好きです。 

旅行した気分になったり、旅行の参考にしてます。 

50 代 

なくてはならないもの。生活の一部。大事なこと。大事なもの。 

いつもお世話になり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。 
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50 代 

コロナ以前は 1日に３，４冊読むことが普通でした。活字中毒のようにとにかく

本、雑誌を読んでいました。しかし、コロナ対策としてテレワークになったこと

で、読書時間のほとんどを占める長い通勤がなくなり、それにあたる時間は今は

長い散歩をしています。これがいっときの現象なのか、これからずっと続くのか

は読めません。コロナ以降もテレワークが中心へと変わっていくときに、読書時

間が減ることは間違いないでしょう。以前のような読書量には戻らなくても、時

間を確保して、ある程度は本を読む習慣を継続していきたいと考えています。 

50 代 
読書は集中でき没頭できる唯一の趣味です。本があふれる世の中であってほし

いです。 

50 代 

中央図書館を利用して、18 年間経ちます。若い頃や学生の頃は、恥ずかしなが

ら、あまり本を読んでいませんでした。大人になり、ほんのすき間の時間に、気

分転換できる本は私を救ってくれる存在です。 

本屋さん、有隣堂さんのチャッチコピーに「本はこころの旅路」とあります。私

もまさしく、そうだと思いました。現実に辛いことや苦しいことがあっても、ホ

ンのひととき、現実から離れてみて、本の世界に浸ってみる。そうして、また現

実に戻って、頑張れる。そんな為にも、本は必要だと思っています。 

知識や教養も大切ですが、一括りではいえませんが。こころを育てて、こころに

栄養を与えてくれるような存在が私にととって、本です。 

50 代 生きる糧 

50 代 気分転換にストーリーの分かりやすい本を読むのが好きです。 

60 代 人としての糧 

60 代 
テレビ（NHK、民放）、新聞だけでは真実がおおい隠される状況の今、本やネット

に期待をかけるのはあたり前になっていくと思います。 

60 代 知識を得る、余暇の過ごし方 

60 代 
私にとって読書は生活の一部です。 知識を得たり、いろいろな思いを気づかせ

てくれる。 大切な物です。 

60 代 
インターネットで、情報等が簡単に接触できるようになりましたが、紙の媒体

は、落ち着いて読むことができるので離し難いです。 

60 代 

落ち着いた環境の図書館でゆったりと本にふれることが出来る。小説や紀行文、

写真集などはかりていって自宅でよみ、雑誌類は図書館で読む（めくる）。又気

分転換に絵本なども手にする事があり、図書館は知識の宝庫だと思う。 

60 代 日常の憩の時間。 

60 代 
自分が実体験できる範囲は知れたものに過ぎず、一方本は無限の世界を与えて

くれる。 

60 代 読書は趣味の最たるものです。色々な世界観、価値観が学べます。 

60 代 生活に欠かせないもの 

60 代 いろいろな情報を得るために必要なもの。欠かせないもの。 

60 代 
本は暮らしに必要な楽しみです。 図書館から借りる本は、本当に、助けられて

います。 
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60 代 本は人生の先生です。 

60 代 生きることそのものです。 

60 代 本はいろんな世界へ連れて行ってくれ、楽しませてくれる大切なものです。 

60 代 
生きているしるし。辛い時や苦しい時を一時でも忘れる事ができる。人の気持ち

を想像する、思いやる事に読書は大きな手助けになると感じている。 

60 代 

なくてはならないもの。本を読むことによってストレスがなくなる。主婦なので

家に居ることが多い。 近くに図書館があると便利で助かる。 ※ みたい本を

さがしてくれることは、ありがたいです。 ◎ コロナで図書館が止まったこと

は、かなりこたえました！！ 

60 代 
本は心の栄養です。毎日読まないと死んでしまいます。自由に世界中、宇宙、異

次元、どんな所へでもすぐに行くことの出来るすばらしいものです。 

60 代 
電子書籍が出ていますが「読書」は手に取って全体ページの内のどのくらい読ん

だか等紙媒体でのアナログ感が貴重です。今後も更に利用させていただきます。 

60 代 新しい知識、新しい人の考え方に触れる楽しみ。 

60 代 何か読んでないとイライラしています。 

60 代 本は私の身体の一部。私を作り視聴させる重要な道具です 

60 代 かけがえのない時間 

60 代 本を読むことは一人になれる時間だと思います。 大切にしたいと思います。 

60 代 コロナで久々に読書してます。テレワークの合間に。 

60 代 
画面とは違う紙としての本来の良さが本にはある。 画面は目が疲れる。趣味関

係の本はすべて図書館を利用している。（家計が助かります） 

60 代 
近年書籍の値段が上がり、又、購入しても場所も取る。 図書館はすぐに閲覧で

きることも含め資料が多いので活用してます。 

60 代 

自己成長や豊かな暮らしを送るために欠かせない。 図書館で借りると返却期

限までに読もうとするから、計画的に読書が進む。 本を購入すると、結局いつ

までも読まないことが多々ある。 

60 代 小さい頃から文字を読むことが好きです。 

60 代 
本は、なくてはならないもの。電子よりも、やはり紙。 本屋さんや図書館で、

本との出会いを楽しんでいます。 

60 代 本は、私が生きるための情報源であり、楽しみであり、生き方の先生です。 

60 代 

本の中には知識、夢、娯楽等々様々なものが詰っており読書（活字）は大好きで

す。図書館業務いつもご苦労様です。日野図書館職員の皆様の対応は素晴らし

く、いつも感謝しています。 



148 

 

60 代 

（②目を通したという形ですが） 

家事と仕事とに追われてこの町から出ることもままならない暮らしの私にとっ

て、時折僅かな時間立寄る図書館は何よりのリフレッシュの場です。静かで落ち

着いた豊かな空間の中で、調べたい物について職員の方に手助けして戴いたり、

新聞のお目あての欄をコピーしたり、未知の本と出会ったり。パソコンでは得ら

れない、実体験の喜びです。 

手にとってみたい書物のほとんどが、リクエストすれば国会図書館からすらと

りよせてもらえる。本の受け取りや返却は、すぐ近くに来てくれる”ひまわり号”

でできてしまう。視聴覚資料の豊富な他の市の図書館で、見聴きしたい資料を借

りることができる。何と恵まれていることでしょうか。 

私が最近興味を持っているのは、外国の新しい絵本です。八王子市の図書館の新

着の児童書のコーナーに出るのですが、中には、ストーリーは勿論のこと、デザ

インが抜群だったり、芸術や哲学のエッセンスをわかりやすい適確な言葉と絵

とで表わしてある物があり、感心させられます。それに限らず、私には、子供向

けの地理や名作、岩波ジュニア新書などは充分すぎる内容なので、もっと読んで

みたいと思っています。 

考えてみると、本が日々欠かせないものとなったのは、子供の頃に父が、豊かで

もない暮らし向きの中で月に二冊位の本を買ってくれたことが影響しているよ

うです。面白いと思えるものが多かった訳ではないので、ただ与えてくれるだけ

だったのは幸いでした。 

私は、喫茶店で本を読んでいる人を見ると、何だか嬉しくなってしまいます。本

の好きな人から話を聞くのも、お薦めの本を読むのも楽しいものです。読書会と

か講演会とかいうのではなく、もっと気軽に、ただ本の好きな人が会話できる機

会を作って戴くことを図書館にお願いしたかったのですが、コロナです。それで

も、実際に集まることはできなくても、ネット上ではなく”ひろば”という紙面

で本の好きな方のお話を読むことができる様になって嬉しく思っています。こ

れからも何かそういった企画を期待しています。 

60 代 

知識、情報を得るための読書であり、無料で借りられる図書館はありがたく思い

ます。自宅にある本をただ処分するのではなく、図書館を通じて他の方へ不用な

本を「差し上げるコーナー」を設けて頂けるとありがたいです。 

60 代 
私にとって本や読書は、なくてはならないものです。 これからも感染対策をし

つつ、できるだけ図書館をあけていただくようお願いします。 

60 代 これからも幅広い分野の書物を読みたいと考えています。 
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60 代 

本は本当に様々なことを教えてくれます。そして様々な場面での考え方や対応

の仕方を与えてくれます。それらの是非はともかく方向を示してくれるだけで

も本当に心強いものです。かりにその通りできなくても…子供たちにそして若

者にもっともっと本を読んでほしいなあ！！と思います。きっと世の中の良い

事、悪い事、悲しい事、淋しい事、むごい事、せつない事、うれしい事、思いや

る事、他人がいる事、家族がいる事、いろいろな考え方を持っている人がいる事、

一人では生きていけない事、自分を心配している誰かがいる事、“人”も自然界

の中の一生物にすぎない事、世の中に本当にりっぱな人々がいる事、……とにか

く本を読んでほしいなあ！ 

60 代 世界観が広がり自分の心の栄養になりポジティブになる 

60 代 体験出来ないことの補完と視野の拡大 

60 代 
常に自分の傍になくては困る物。知識や情報を得る手段は色々あるが活字から

だと直に書き留めることができる。 

60 代 自分の知らない世界の羅針盤 

60 代 
毎日、本は手離せない。手元に１冊でもないと忘れ物をした気持ちになる。眼鏡

をかけてまで沢山読みたい。 

60 代 なくてはならない媒体。文字→視覚→脳に入ったものは忘れない。 

60 代 

マンネリ化した自分の日常からの一時的な脱却という意味では旅行と似ている

かも知れません。著者に導かれての旅で読者や本によっては、読む前後で周りの

景色が全く変わってしまうこともあるのでしょうか。。 

60 代 

本は見分力を得る上で重要だと思います。自宅にいっぱいの本を用意するのは

スペースの事もあり大変なので図書館は重要です。 ただ残念なのは図書館の

立地が駅周辺にかたよっているのが良くない。 それと時間制にするのはどう

でしょう？利用時間。 あまり特定の人ばかりいすにすわっているのを見かけ

ます。 

60 代 本がないとすることがない 

60 代 

よい本は、心を満たしてくれます。知識が増える本もあります。 個人全集本は

重いので、図書館だけで読みたいと思うこともよくあります。そういうことで図

書館の近くに住みたいとも思います。読むだけでなく、書きたいとも考えます

が、才能ないようなのでもっぱら、読むことだけになっているのがなさけないで

す。 

60 代 大げさに言えば、人類の進化に不可欠なもの。小さく言えば、生活の友。 

60 代 
図書館で借りて気に入った本を購入するというつもりで利用していましたが、

最近あまり本を購入しておりません。出版業界に後ろめたさを感じています。 

60 代 娯楽。 

60 代 

やはり本で活字を読むことは自分の癒しになります 

図書館のホームページで検索し、読ませて頂けるのはありがたいです 

これからもよろしくお願いします 

60 代 
読書とは違う世界で、想像力を広げると同時に、自分の考え方の（生き方）ヒン

トになると思ってます。 
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60 代 

本、読書は私の想像力の源です。いろいろな所へ誘ってくれます。 過去・未来・

空想へと。小説などは好きな俳優さんを自分でキャスティングして読むと映画

を見ているような楽しみ方も出来ます。（世界で１本しかない映画です） 図書

館は知識の宝庫です。 いつも利用させて頂き本当にありがとうございます。 

ちょっとリクエストです。 ”本屋大賞”などありますが、図書館員の方々のオ

ススメ図書などがすぐわかるとおもしろいですね。 例えば、小説シリーズなら

本に何かのシールが貼ってあるとか・・・。 あとは、読者の私達からのオスス

メとかもいいですね。 とってもおもしろかった本って ”又、誰かに知ってほ

しいな” と思いますから・・・。 

70 才以上 
時間にゆとりができるようになった昨年、今まで知らなかったことうろおぼえ

だったことを本を通して知り、楽しんでいます 

70 才以上 
昔から読書は好きでした。退職後 20年、できるだけ読書をと思いつつ十分にで

きません。しかし余世の楽しみとして、読書を続けます。 

70 才以上 

・情報にあふれた現代ですが、ともするとそれに流され大事なものが何かわから

なくなりそうです。これからのことはどうしても耳に入りますが、昔のことを少

しでも目を向けたいと思います。 

・これからの子供達もそうあってほしいと思います。図書館にはそんな資料があ

ふれています。先人の苦労は生きていくかてになると思います。 

70 才以上 80代に入り、読書は ”生きている証”です。未だ未だ読めない本が山積みです。 

70 才以上 大変に有意義です。 

70 才以上 

若い頃、本は永久にとって置くものであり、年月を経て読み返せば初めて読んだ

頃に戻れるタイムマシンの様なものだった。実際には読んだ本を総て保管する

ことなど不可能であり、多くはコンマリしてしまったが本を捨てることは辛か

った。 みつかる－そんな巨大な機関があれば、といふのが夢だったが、最近の

デジタル化の動きが進めばさういふ夢が叶ふかも知れない。 

70 才以上 図書館でいろんなジャンルの本が見れて楽しいです。 

70 才以上 時間の利用に大切を感じます 

70 才以上 時々話題の本を読みたくなります。 

70 才以上 

77 才です。子供の頃は新しい本は買ってもらえず、古本屋専門でしたが、たま

に本を買ってもらえると、新しいのも古いのも、それはうれしかったです。活字

が好きでした。子供もなく年金生活なので図書館が頼りです。施設にいくように

なっても借りることができるのでしょうか。 

70 才以上 読書は生活の重要な一部 

70 才以上 読書は人生観と深い関係がある。 

70 才以上 

読書は日常を豊かにするもの、一人住いなので特にその感が強い。自分の波長に

合った著者の作品を中心に読んでいるそのような本を選ぶのは図書館が便利で

利用させてもらっている。今以上に自宅に本を増やせない事情もある。 

70 才以上 知らない事を教えてくれる。知らない世界を知る事が出来る。 

70 才以上 考え方、方法を学ぶことができる。 
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70 才以上 
年齢（80 代）のせいか、我々が生きていた時代の出来事に関係する内容の本に

興味がある（ドキュメンタリーもの）。とはいえ、文学作品も好きです。 

70 才以上 

買物や用事で出かけるときに電車を利用することがわかっていると、必ず本を

持って行きます。車中で読書するのが大好きです。本は、新しい知識を得たり、

昔のことを思い出したり、生活を豊かにしてくれるものだと思います。 

70 才以上 本や読書は生活の一部で、心の栄養です。図書館の今後の益々の発展念じます。 

70 才以上 
知識を得る確認、深化。自分の成長・老化防止。併せてハラハラドキドキの世界

（例えば逢坂剛の百舌シリーズ。） 

70 才以上 
読書は何事にも変えられない心の栄養です。常に身近に本がないと落ち着きま

せん。図書館は本当に有難い存在です。 

70 才以上 心の解放と栄養ですかね。 

70 才以上 身近に有る親しい友。 

70 才以上 人生の先輩達に会える時 かなー？ 

70 才以上 

食事と同じくらい人間にとって書物は必要不可欠なものです。私達がおだやか

で心暖まる平凡な日常をすごすには、どうしたら良いかを考えるには、人類の歴

史を知り、そこから多くの事を学ぶ必要があります。これらは、憲法で保障され

ている、教育を受ける権利と直結しています。いろいろな理由で、教育を受ける

権利すら妨害されている地球上のすべての人を救うにも、自らがあらゆる知識

を正確に理解できる人になれるよう、日々学習していく必要があります。すべて

は、学ぶことはよろこびです。心暖めあうおだやかな生活を送れるためのものだ

と思います。 

70 才以上 
本は大好きです。ただ、若い時は仕事等で忙しく、あまり読めませんでした。今

は、沢山読もうとしています。人生を生きる中で、とても勉強になります。 

70 才以上 引き込まれるように読み出し読み終わったときの気持ちはほかにはないな。 

70 才以上 
毎日数時間は本を読んでいます。活字がないと飢えます。テレビはほとんど見ま

せん。活字大好きです。 

70 才以上 時代劇が好きで今は佐伯泰英さんの本にはまっています。 

70 才以上 
昔、10代 20代～に読んだなつかしい本を再び読むたのしみ 新しい知識を得る 

趣味の内容を深める 

70 才以上 自分の人格、個性（パーソナリィ）の４～５割くらいは読書でできている。 

70 才以上 本は食物と同じ欠乏は考えられない 

70 才以上 
子どもの頃から本を読むのが好きでした。子育ても終り自分の趣味の俳句を作

ることと同様、読書は至福の時です。特にベッドで。 

70 才以上 食事と同じ。必要なもの 

70 才以上 知識、教養等 

70 才以上 書籍新聞は日常の一部 

70 才以上 
読書のない生活は考えられません。図書館休館中は自宅の書架から若い頃読ん

だ本を引出して読み返しました。又新しい発見がありました。 
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70 才以上 

独りっ子だったためもあり小さい時から本が大好きでした。読んでいるうちに

作文も上手くなりエッセイや少女小説なども書いたりするようになりました。

大人になってからも読書は大好きです。気に入った本に出会うとその作者のも

のを全部読みます。 

70 才以上 読書は人生の道しるべのひとつと考えています。 

70 才以上 必要不可欠のもの 

70 才以上 

特に図書館との関りはないが、この頃の世の中不誠実な事ばかりが行われてい

るようで心が痛い。特に安倍政治になってからひどい。これからのがれるため

か、時代小説を好んで読み、現代からのがれ、昔の世界にひたっている。 

70 才以上 読書は生活の一部です。数冊を毎日読み分けています。 

70 才以上 これからも読書は続けたいと思っています 

70 才以上 本は必要不可欠な心の栄養です。 

70 才以上 

幼少より、本が大好きで、違う世界に行けること。 様々な人間模様、80 代に

なり目が弱くなり（文字が大きい本ばかり探しています）多くを読めなくなりま

した。 

70 才以上 
いつもお世話になりありがとうございます。 本は楽しいです。楽しんでいま

す。 

70 才以上 
私達の年代（80 過ぎ）で本の読みたい時は戦時中、一冊の本を何度も何度も読

みました。今は世界中の本が次から次へと読む事が出来本当に幸せです。 

70 才以上 無くてはならない生きがいです。 

70 才以上 ボケ防止に活字をひろう事で気分転換になっていると思う 

70 才以上 仕事と生甲斐 

70 才以上 
デジタル機器を多用するも、本質はアナログ人間なので本は何よりも大切な友

です。 

70 才以上 
１．若き昔の不勉強を反省し、昔を思い、昔に帰りたくて。 

２．作家の能力の高さにおどろき、あたかも主人公のごとくに。 

70 才以上 食事と同じ 

70 才以上 
趣味は読書。一生に少しでも多くの本を読みたい。本は高いので図書館を利用し

ている。 

70 才以上 
本は身近にある楽しみ。図書館で本を借りることは長年生活の一部になってい

ます。 

70 才以上 
知的好奇心を満たしてくれる 

小説を読み、主人公の追体験ができる。 

70 才以上 読書 心をおだやかに、本の世界にひたれる。 この世界が安定につながる。 

70 才以上 
体力が衰え、外に出て体を動かすことが苦痛になってきたため、好きな時代小説

を読み時間を過ごしている。 
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70 才以上 

私にとって読書は生活の一部になっています。そして今回のコロナ禍で外出自

粛の折り本が読めることは幸せなことです。常日頃読みたいと思っている本を

リクエストすると他市からも取り寄せていただけるのはとっても有難いです。

図書館が臨時休館になりましたが、休館になる以前にリクエストした本が借り

ることが出来て嬉しかったです。移動図書館ひまわり号をよく利用させてもら

っていますが、便利で助かっています。職員の方も親切にして頂きいつもありが

とうございます。 

70 才以上 
余カを過ごす、娯楽です。図書館には清ケツな本を置いてほしいです。（古くと

も） 

70 才以上 伝記を読む。変わった「人生」に感動する。 

70 才以上 

家事をかたづけてから本を読むのが楽しみ。いやな事も忘れる。特に北方謙三の

（水滸伝、史記）、向田邦子の短編等、夏目漱石（特に吾輩は猫である）は、何

度読んでもおもしろい。 

70 才以上 
本は先生であり、友人だと思う。 人生を支えてくれる存在なので図書館へ通い

先生、友人を探している。 

70 才以上 

読書は頭を動かすための欠かせないもの。単なる気分転換だけでなく主に小説

ではあっても人間関係や物事の対処の仕方、又、歴史など学べる事は多い。しか

し不必要な知識は取り入れないよう注意しています。 

70 才以上 
”本”とは無いと寂しいもの。 電車に乗っている時、テレビで見たい番組がな

い時、欠かせないもの。 

70 才以上 心が豊かになる。 

70 才以上 知識を得る為。 

70 才以上 ひまな時間が多いので読書はありがたい。 

70 才以上 

本は大好き、ただ気分が沈んだため パラパラみれる料理、旅行本はみたけれど 

小説等の「字」を読む気にならなくなった。 「コロナうつ」かもと友人とはな

しています。つねに本をよむ本好きなのに   

70 才以上 
ペーパーレスという時代になっても、1頁毎めくりながらの時間がとても好きで

す。 

70 才以上 

ゆっくり深く知識を得るには、読書と考えている。周りには、他の人が触れる図

書館の本・雑誌にふれるのは、コロナ感染がこわいといいます。その不安には如

何考えれば良いか？ 

70 才以上 本は知識の泉、活力の素 

70 才以上 頭の体操・訓練・栄養 
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70 才以上 

読書は趣味のひとつで年齢をますごとに余暇時間も増え、ゆっくり読書できる

ようになりました。最近の新聞記事で「パソコンやスマートフォンを使って電子

書籍が借りられる電子図書館の人気が急上昇している」とありましたが、私はサ

ッと取り出し紙をめくりながら、いつでもどこでも読める紙の本が好きです。

（タブレットで時々読んだりはしておりますが・・・） 最近では高齢者の方々

のエッセイを愛読しておりますが、これからの指針になるようで希望が持てま

す。若い頃から、いろんな本を読みましたが、年相応に悩んだり落ちこんだ時は、

本に力をもらい希望にもつながりました。やはり”紙の本”がいいです。１ペー

ジごとめくって読んでいくゆっくりと時間が流れます。 これからは電子書籍

は増えるでしょうか”紙の本”は残してほしいです。”図書館”の落ち着いた静

かな空間も残ってほしいと思います。 

70 才以上 自分の知らない世界を知る 

70 才以上 

私にとって、本はなくてはならないもの。常に、本を読んでいます。電車に乗る

時も、必ず本を読みます。スマホは嫌いです（持っているけど）。本はとても楽

しいものです。最近は、趣味や娯楽で本を読みます。もう勉強のためとか、考え

なくても良いと思います（この年だと）。新聞の書評など見るとすぐに読みたく

なりますけど。昔の名作とか、昔の日本の作家のものも面白いです。日本人はこ

んな生活してたのだとか。昔はすごい作家がいたものだと感心してしまいます。

今の人達は、ちょっとスケールが小さいと感じますが、どうでしょうか？ 

70 才以上 
本をえらぶことのたのしさ 

あらゆることを知るよろこび 

70 才以上 

昔から本を読むことが一番の趣味で次から次と読みたい本が出て来るので。と

ても買ってはいられない。若いころたまってしまうので一度部屋の中に積み上

げた本を古本屋に出したら 100 冊以上あったというのに数千円にしかならずバ

カバカしくてやめました。 

70 才以上 
未知の世界へ足を踏み入れたり思いがけない出会い（時代や人物など）を経験し

たり本は楽しい。図書館を覗くのもワクワクします。大事な場所です。 

70 才以上 身体に食べ物が必要なように心・精神にも滋養が必要でしょう。 

70 才以上 

本は物心ついて以来、身近なものであり、人生に欠かせないもの。本と共に成長

し本によって人生に潤い・情感が得られている。年金生活の今は図書館が頼みの

綱。 

70 才以上 
日々の暮らしのなかでなくてはならないものです。家事が一段落すると必ず本

を開くのが楽しみです。 

70 才以上 新聞も本も生活の一部。なければ生きていけない。 

70 才以上 物語の世界へ入ることはストレス解消のためには必要なことです。 

70 才以上 

82 才の年金生活者ですが、今後も良い習慣として読書を続けたいと思います。

特に「時代もの」はいいですね。そこには現代人の忘れかけた何かがあって癒さ

れます。図書館の皆さまに感謝いたしております。 

70 才以上 「本」は多くの労力をかけて作者が作成したもので、他とは一味違う。 

70 才以上 必要不可欠 



155 

 

70 才以上 生活の一部です。（生甲斐） 

70 才以上 

最近、本を読まない人が増えた。あるいは書店でもマンガや雑誌が主に売れて単

行本が読まれないと聞く。将来の日本はどうなってしまうのか心細い。 読書は

知識や生き方を考える上で必須のものなのに。 

70 才以上 ・情報の収集 ・認知症対策 

70 才以上 

子供時代学生時代主婦になっても本は読み続けていた。よく母親に、主婦が本好

きな家庭は子育て・家事がおろそかになると云われていましたが、無事子育て・

家事も出来たようです。 

70 才以上 

新型コロナウイルス自粛期間中は全てに意欲がなくなりました。東京アラート

解除後は飢えるように図書館の本を借り、夜中の 2時 3時頃まで読みました。読

書の気持に占める充足感は大変大きなものがありますね。 

70 才以上 年をとって目が悪くなり読むのが大変。つかれる。 

70 才以上 ・本は未知の世界をのぞける物 

70 才以上 なくてはならない物です。 

70 才以上 本を読めないと禁断症状が出ます。 コロナの時は唯一の楽しみです。 

70 才以上 

（１）自分の年齢（７０歳）において、何を考え、どう行動するかの指針（より

どころ）を得るために書籍を読んでいる。 

（２）趣味を広げるために関連する書籍を読んでいる。入門書が多い。 

（３）以上のことを図書館で書籍を閲覧しながら利用させてもらっています。私

にとっては、図書館はなくてはならないものです。 

70 才以上 心の糧 

70 才以上 
智の宝庫であり、細やかな楽しみを与えてくれるもの。本（紙）はデジタルには

無い温かみを与えてくれる。図書館の益々の充実を期待しております。 

70 才以上 

現役の頃は主に借りたい本を決めて図書館を利用していたが、退職後図書館で

出会った本により新しい興味知識を得て読み進んでいる。少し迷いはあったが、

日野図書館生みの親の前川恒雄（？）さんの本を読み、自信を得た。外国語（独、

英語）からの文学への接近も深めている。やはり原語の図書は思考順路、感動が

直に伝わってくる特徴がある。原語童話とか文学の拡充も望む。 

70 才以上 ⑤趣味、余暇、娯楽 

70 才以上 知識の吸収のためが中心。 

70 才以上 

（85才） 
一番楽しい時間です。 

 

 


