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H28.10.7 高校生ワークショップ（光陵高校×東北公益文科大学×市） 

各班まとめ 

 

※（ ）内の数字は同じ意見の数 

 

１班（不思議おかしいメンバー）                               

 

○放課後、休日どこにいるか。 

 

 

 

 

・学校（5） 

・家（6）                            ・ジャスコ 

・イオンタウン                      ・駅（駅前）（2） 

・お店で（レストラン等）              ・ボーリングセンター 

○放課後、休日何をしているか。 

 

 

 

 

 

 

・寝てる（2）                ・部活（3） 

・ＰＣ                   ・読書 

・勉強（2）                 ・生徒会活動 

・バッティング                ・友達とご飯 

・買いもの                 ・カラオケ 

・ゲーム（3）               ・音楽を聴く（2） 

○図書館に行く理由 

 ・読書                ・勉強（2） 

・一人でも行きやすいから       ・個人部屋がある 

・本が集中して読めるから       ・本をかりれる 

・静かで落ち着くから（2）       ・心がおちつく 

・暇つぶしになる。          ・遊び場もある。 

・一人の場合は行くかも… 

○図書館に行かない理由 

 

 

・堅苦しい。             ・そもそも話せるスペースがない。（2） 

・飲食禁止（2）                     ・家から遠い。（4） 

・家から出たくない。 

・座るスペースに高齢者が多く入りにくい。（2） 

・子供向けの本のコーナーがわかれていて入りづらい。 

・読書が嫌い。            ・座る場所が少ない。 

・飲み物の種類が少ない。       ・若者が利用していなくて行きにくい。 

・中にあまり店がない。        ・好みや年齢に合う本がない。 

・音楽が聴けない。          ・本だけしかなくてつまらない。 
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○何があったら良いか。 

 （スペース） 

・静かなスペースと話していいスペース ・小さな子が騒いでも大丈夫な部屋を作る。 

・話をしてもいい場所がほしい。    ・音楽を聴いていいスペースとかほしい。 

・食べ物などを食べれる場所がほしい。（2） 

・勉強専用のスペースと読書専用のスペース 

・年代別に座るスペースがほしい。（2） ・ＰＣを使う場所がある。 

・個人スペースのように区切った所もほしい。 

・閉架書庫も開放してほしい。 

（イベント） 

・イベントを何日か開く。       ・たまに紙芝居とかで子どもの利用を増やす。 

（閉館時間外に返したい） 

・時間自由 

・借りる時、携帯で設定してロッカーに本が入っている感じに簡単に借りられるようにし

たい。 

・返却ポストがほしい。        ・借りるのも、返すのも人に会わずにしたい。 

・貴重品入れ用のロッカーがほしい。 

（携帯） 

・携帯利用しても良いように。     ・マナーモードでの携帯使用許可 

（設備） 

・売店がほしい。           ・ユニバーサルデザイン 

・コンビニほしい。          ・階段をエスカレーターに。 

・ゲーム               ・季節にそった部屋整備がいい。 

・カフェテリア的なのがほしい。    ・映画見たい。 

・スイーツ店等（女子が好きそうな） 

・中にレストランとかお店（飲食店）があれば少しおなかが減ってもすぐ寛げる。 

（利便性） 

・飲食あり。             ・電子レンジなどほしい。 

・アイスを売ってほしい。 

・カップラーメンとか食べれるようにポットがほしい。 

・自由に充電できるコンセント 

・Wi-Fi を飛ばす。          ・マッサージ機ほしい。 

・ソファーがほしい。         ・パンがほしい。 

・バーカウンターがほしい。      ・コップや氷など夏用とかいい。 

（本） 

・最新刊を置いてほしい。       ・若者向けにライトノベルを。 

・マンガを置いてみる。若者がきそう。 ・もっと本を探しやすくしてほしい。 
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・勉強用に参考書も。 

・ほしい本のリクエストなどを聞いたりした方がよい。 

（要望） 

・図書館をオシャレに。 

・図書館という名前だと堅苦しいので、名前を変えてほしい。  

・地産地消 

 

２班（ペッパー）                                   

 

○放課後、休日どこにいるか 

 

 

・学校                ・本屋（3） 

・グランド              ・カラオケ 

・ＣＤショップ 

○放課後、休日何をしているか。 

 ・ソフトボールの練習         ・いろんな本見る 

・本を買ったり、探したり 

・新刊                ・新着のＣＤ、ＤＶＤを見る。 

・測量                ・カラオケ（3） 

○図書館に行く理由 

 ・勉強できるから。          ・資料があるから。 

○図書館に行かない理由 

 

 

 

・行くのが面倒くさい。・行く理由がない。 

・漫画本、雑誌が無い。（2）      ・新刊がない。 

・本屋の方が探しやすい。       ・本屋の方が楽しい。（2） 

・まじめな場所だから。        ・静かすぎる。 

・ほしい本が無い。          ・飲食ができないから。 

・家の近くにないから。 

○何があったら良いか。 
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・簡単に返せる。           ・子どもの遊ぶ場所 

・漫画本（アメコミ等）（3）      ・本が買える。（2） 

・学校からの帰り道にある。      ・新刊本 

・本のジャンルとか探しやすい。    ・ゲームセンター（2） 

・遊べる場所             ・飲食できる 

・寝る場所（個室、ベット）（4）    ・アニメイト 

・お話しができるところ。 

・おもちゃ屋さん。          ・運動できる場所 

・化粧する場所            ・映画館 

・アニメイトがあると光陵高校の半分は行くと思う。 

・ペッパーがほしい。         ・セグウェイほしい。 

・新作ゲーム選考プレイ 

 

３班（○○の集い）                                       

  

○放課後、休日どこにいるのか 

 

 

 

 

・ラーメン              ・ジャスコ 

・本屋                ・勉強 

・マック               ・ドトール、スタバ 

・温泉                ・ゲーセン 

・スーパー              ・親子スポーツセンター 

○放課後、休日何をしているのか。 

 ・サウナで語る。 

・会話（2）              ・食事（2） 

・うたう               ・勉強、語り 

・新刊調達、発掘           ・音ゲーム 

○図書館に行く理由 

 

 

・勉強（3）              ・集中したいとき 

・本屋に売っていないとき        ・夏涼しい、冬あたたかい 

○図書館に行かない理由 

 

 

 

・飲食ができない。          ・あまり本を読まない。 

・静かすぎる。            ・漫画が読みたいのにない。 

・読みたい本がない。（2）       ・遠い。 

・アクセスが悪い。          ・本屋で買うから。（2） 

・返さなくてはいけない。       ・目的がない時、行ってもつまらない。 

○何があったら良いか。 
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・カフェ（4）            ・動物カフェ 

・酒田にあまりない店（例 スタバ） 

・飲食スペース            ・24 時間営業 

・Wi-Fi 環境             ・コインロッカー 

・キッチンスペース          ・観覧車 

・ATM を置く。            ・マンガ大量にあるところ 

・お土産               ・ロフトの延長のような店 

・ドンキ               ・寝床（2） 

・温泉（足湯とか）（2）        ・マッサージチェアが使用できるところ 

・個室がほしい。(3)          ・映画館（2）（50 人くらいの規模） 

・ＤＶＤが見れる所          ・スポーツができるところ 

・小さ目の体育館           ・スケボーのコート 

・バスケのリングとフィールド 

・本屋。（図書スペースで気に入った本を注文できるサービス） 

・ゲーセン             ・ラーメン屋 

・マック              ・バイキング 

・ケンタッキー 

・撮影スタジオ           ・ライブ会場 

 

４班（パイセン）                                   

 

○放課後、休日どこにいるか 

 ・友達の家              ・カラオケ 

・学校                ・マック 

・体育館 

○放課後、休日何をしているのか。 

 

 

・卓球                ・食べながら話している。 

・勉強                ・映画鑑賞 

・筋トレ               ・ゲーム 

○図書館に行く理由 

 

 

 

 

・勉強（テスト勉強）（4）       ・ひまをつぶす。 

・家だと集中できないので静かな図書室で勉強をする。 

・本を借りにいくため。        ・自分の時間をつくれるから。 

・静かな空間で集中できるから。（2） 

・いろんな誘惑がないから。周りの人も勉強しているから（雰囲気がいい） 

○図書館に行かない理由 
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・飲食できない。（3）         ・借りに行くのが面倒くさい。 

・小説などを読まない。        ・借りるより買った方がよい。 

・携帯が使えない。（2）        ・家から遠い 

○何があったら良いか。 

 ・朝８時に開館            ・インターネット環境（Wi-Fi） 

（トレーナー、リハビリ） 

・筋トレルーム            ・アスレチック 

・運動できる場所 

（本の読み聞かせ） 

・託児施設  

（駅前に無いもの） 

・買いものができるところ。 

（若者向け） 

・映画館（2）             ・プラネタリウム  

・温泉                 

・シャワールーム（ランニング、部活帰りに１人 100 円） 

（勉強、友達と会話できる） 

・カフェ（2）・飲食店 

 

５班（チーム炭水化物）                                

 

○放課後、休日どこにいるか。 

 ・家（4）               ・本屋（3） 

・カラオケ（2）            ・ゲームセンター（4） 

・ヤマダ電機             ・学校 

・近くの体育館            ・グラウンド 

○放課後、休日何をしているか。 

 ・部活                 ・音楽  

・測量                ・ゲーム（4） 

・ダーツ（2）             ・カラオケを歌う（2） 

・本を買う（2） 

○図書館に行く理由 

 ・本を借りるため              ・本を読むため 

・静かで集中できる          ・たまに行きたくなる 

○図書館に行かない理由 
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・自分の本があるから。               ・興味のある本がない。 

・静かすぎる。                       ・読む本がない。 

・お年寄りばっかりのイメージ。 

○何があったら良いか。 

 ・カフェ（2）、喫茶店 

・文房具（オシャレな、買えるオンライン） 

・ネット環境             ・音楽が流れている。 

・座敷 

・会話しながら本が読めるスペース 

・映画館               ・シアター劇場 

・パブリックビューイング       ・快活 

・イベント会場（ゲーム大会等）    ・カラオケ 

・小動物とふれあえる場所 

・やったことが無いスポーツできるところ。 

・やったことのない遊び（ダーツ、ビリヤード）ができる場所 

・バーチャル水族館 

・VR                 ・セグウェイ 

 


