
令和元年度後期「子どもの提案」一覧

1. さいたま市が文化芸術都市として発展するためには？

提案内容

デパートメントストアやスーパーマーケットなどに、そういった名産品や芸術品を置くコーナー、また同じ商品の中に置いてみたりすると良いと思う。そう
いう芸術品などのイベントを開いても、何か少し難しい感じがして、特に若い人たちになじまないと思ったから。

授業の美術の時間を増やし、自分で「もの」を作る楽しさを感じてもらい、また学習の一部として美術館などの作品を見に行き、他人が作った「もの」を見
る楽しさに気付いてもらう。また長期休暇の宿題として、美術館系のところに行って感じたことをレポートとして書くというものを出し、若い世代の人たち
に「芸術」と多く触れ合ってもらえるようにする。

絵画や盆栽などのものは、高齢者がたしなむものというイメージが大きいので、それをなくすべくＳＮＳなどの若者のもので拡散し、良さを知ってもらい、
実際に行っても見るだけではなく体験型のアトラクションのようなものを作る。

文化や芸術を体験できる施設などを整備して、それをホームページやＣＭなどで宣伝することで、さいたま市の文化や芸術という印象を強くすることで、文
化芸術都市として発展すると思う。

盆栽を世界に発信する。美術館などで色々な展示会を開く。美術の授業として美術館に行って鑑賞に行く。

芸術の良さを知れるポスターを作って色々なところに貼ったり、地方からそのような技術を持っている人を呼んで、年に何回かそういうことに触れられるよ
うな行事を作れば良いと思う。また、芸術作品を色々な場所に展示したり、色々な種類の芸術を見ることによって楽しそうなものを見つけられると良いと思
う。

さいたま市に映画館などの施設をたくさん作って、文化芸術都市として発展させる。工芸品を作成できて持ち帰ったりできるところを作る。映画の撮影がで
きるところを作る。絵画展などを頻繁に開く。書店をたくさん作って、近くを通る人が手軽に寄れるようにして文化を発展させる。

市内で毎年トリックアートを体験したりできるイベントや子どもたちが描いた絵をその場でスクリーンに写し出すことができる施設を作る。「さいたまスー
パーアリーナ」で、子どもたちが好きなゲームと演劇がコラボレーションしたものを見るイベントを作る。

子どもたちが文化芸術に興味を持つようにするには、それぞれの趣味に合ったイベントを行うのが良いと思う。例えば、私の所属するコーラス部では、敬老
の日の式典に参加し「ふるさとの四季」などの歌を歌った。これをもっと大きな規模で考えて、さいたま市内の中学校や高等学校で合同でコンサートを行っ
たらたくさんの人が来てくれて、さらにコーラスに興味を持ってもらえると思う。また、これはコーラスだけではなく他の芸術にも生かせると思う。これで
子どもたちに文化芸術に興味を持ってもらえれば、さいたま市全体で発展することができると思う。

さいたま市を舞台とした映画や漫画を作れば良いと思う。子どもたちでも参加できる絵画コンクールなどを積極的に開催する。また、それに参加してもらう
ために人の多いところ（駅など）にポスターを貼ったり、学校でそのチラシを配ったりすれば良いと思う。

昔からある産業・芸術を守り抜くことが大切だと思う。私には理由が２つあります。１つ目はスーパーマーケットやショッピングモールに伝統工芸品を売っ
たりすることで、職人の人が儲かって長く続いていけるから。２つ目は美術展などを多く開催することで、多くの市民に美術（芸術）に対して関心が向くと
思うから。以上から、昔からある産業・芸術を守り抜くことが大切だと思う。

さいたま市の人々に文化や芸術について知らせる紙を配れば良いと思う。また、さいたま市が県内他市と協力して、さいたま全体の文化・芸術を交流すれば
良いと思う。それと、埼玉県全体で昔の日本の一部の人のように文化や芸術を発展させるための資金を宝くじによって得たお金やオリンピック競技会によっ
て得たお金を使えば良いと思う。また、それらにより得た資金によって美術・博物・化学の総合テーマパークを作り、また、それで得たお金でオリンピック
競技会や文化発展に使う流れを作ると良いと思う。

伝統文化・工芸品などについて、触れ合う機会を小学校などで増やす。

埼玉の美しい場所をたくさん紹介することで、芸術家に埼玉へ来てもらい絵を描いてもらう。埼玉出身の漫画家に埼玉の名所が出てくる漫画を描いてもら
う。

「翔んで埼玉」の漫画のページを色々なところに貼る。

最近の子どもたちは、この「文化芸術」というものが、何なのかすら分からない人が少なからずいると思います。なので、文化芸術というのが何なのか分か
らない人のために、実際に鑑賞したり体験したり、その発表を聞いたりすることがとても大切だと思います。また、さいたま市の文化資源の「盆栽」、「漫
画」、「鉄道」、「人形」などのものを全国的に紹介していけば良いと思います。

さいたま市は、埼玉県の県庁所在地でありながらも印象がとても薄いと思います。例えば、宮城県なら仙台市。仙台市は牛タンやカキなどを連想することが
できますが、さいたま市は大きく交通の便は良いという印象しかない人が多いと思います。先ほど例で出した仙台市は、カキの生産が１位ではないですが、
印象深いですよね。だから、さいたま市もまずは交通の便を利用して印象をつけることが必要だと思います。さいたま市の駅といったら浦和や大宮ですが、
少し汚いと思います。都市のような雰囲気を少し感じつつもごみが散乱していて、良い印象は持ちませんでした。なので、まずごみ箱を各地に設置し、その
ごみ箱のデザインにさいたま市の芸術文化として知ってほしいものを利用してみるのはどうでしょうか。そうすれば、気に掛けなくても自然に目がいって印
象付けることができるし、全体的に外観もきれいになると思います。

さいたま市には人形などの伝統工芸品などがあるので、それらを展示する博物館や美術館を増やせば良いと思う。また、多くの人が利用する駅にも、その土
地ならではのものを展示すれば、より多くの人が知ってくれると思う。さいたま市には、小説や詩を書いたり、音楽・映画を作ったり、ダンス・演劇を職業
にしたりしている人もたくさんいる。さいたま市出身の人たちが書いた小説や詩を借りられる図書館を作れば、テーマ「２」も達成できるのではないか。ま
た、その小説の物語をさいたま市出身のダンスや演劇をしている人たちが劇のようなものをすれば良いのではないか。

各地域ごとに美術の展覧会や映画を無数で見れるようなものを開催し、美術を身近なものにすることで、小さい頃からそういうものに触れて、それに興味を
持ったことにより、それを子どもに美術の楽しさを伝えるようなサイクルにすれば、さいたま市は文化芸術都市にずっとあり続けることができると考えまし
た。

文化芸術都市は、まちもきれいでなければいけないと思います。私は、さいたま市に住んでいるのですが、登校中にカラスが生ごみをあさっている様子がよ
く見られます。そのため家庭ごみはネットで覆うだけではなく、カラスが開けられないような鍵のついた小さな小屋に入れるようにするべきだと思います。
また、公園や広場に遊具として使えるようなオブジェを設置すれば良いと思います。

さいたま市で有名な文化芸術で代表的なことは、岩槻のひな人形や盆栽、日本に２つしかない「鉄道博物館」などがあると思うので、小学生や中学生など
に、例えばひな人形を作る工程を見学したりすれば、さいたま市にはどんな文化があるかを知ることができると思います。イベントなどを開き、盆栽作り体
験のようなことをすれば、もっと多くの市民が知ることができると思います。文化芸術都市は、さいたま市といえば「…」と、市民がすぐに自信をもって言
えるぐらいになれば、文化芸術都市と言えると思います。



さいたま市は文化芸術都市として発展させるのではなく、これからはベッドタウンとして発展するのではないかと自分は思う。文化芸術都市は、他の県にも
たくさんある。なので、自分はこれからさいたま市が文化芸術都市として発展するのは、もう時代遅れであると思う。だが、ベッドタウンとしてならば、ま
だ発展することが可能であると思う。地域の安全や治安を守るために防災ボランティアを増やし、「日本一安全なベッドタウン」とすれば、居住者が増える
と思う。

さいたま市の文化・芸術をさいたま市にある学校を回るなどして紹介する。

小・中学校及び高等学校のコンクールなどを増やした方が良いと思います。それを色々なところに展示し、見たり読んでもらえば良いと思います。

年に何回か芸術展のようなものをさいたま市各地で開催したり、また、そのチラシも県などに配ったりして有名にする。また、さいたま市各地にアーティス
トが作った芸術作品を展示するなどする。そこでスタンプラリーなども開催すると良いのではないか。

さいたま市内に何か日本の文化などが分かる施設を建てて、色々な人に日本の文化を知ってもらう。

文化といえばスポーツ。「新国立競技場」にも負けない規模の「埼玉スタジアム２〇〇２」を持っていることを生かしていけば良いと思う。しかし、唯一に
して最大の弱点の「駐車場がない」ため、埼玉県民は不便である。しかも、電車で行くにも大宮から京浜東北線→武蔵野線→埼玉高速鉄道線とかなりの遠回
り。交通の便を良くすることが大切なのではないか。①岩槻駅・蓮田の方まで埼玉高速鉄道線を！②「埼玉スタジアム２〇〇２」の離れたところに大きな駐
車場を作り、自動運転のシャトルバスを走らせる。

さいたま市の魅力をポスターにしよう！

さいたま市の文化を皆に伝えたら良いと思う。

活動に関するポスターなどを駅や店に貼り出すと良いと思います。

さいたま市が自らの手で築き上げてきた、有形無形の成果の総体と美を追求していけば良いのではないのでしょうか。

美術品などを展示して、もっとみんなに知ってもらう。

美術大学を建てる。

さいたま市の意外に知られていない文化などを教える。授業を週１回くらいのペースでする。その授業でグループを作り、調べ学習をして定期的に発表す
る。そうすれば、発表を上手くやる能力がつくから将来にも役立つと思うから、作ったらどうかと思った。

さいたま市は、もっと美術館や文化会館などを作り、他の地域の方々に、さいたま市の文化などをＰＲすれば良いと思う。

もっと東京や京都とかみたいに文化や芸術を体験できる博物館や美術館を作ったり、もっと身近に文化などを体験できるイベントをすると、もっと良くなる
と思う。また、さいたま市の歴史だけでなく、ほかの市・県などの文化・芸術の物を博物館や美術館で展示すると、もっと良いと思う。これら以外にも、
もっと他地域からも人が来られるように、電車などの交通網を発達させたり、電車やバスなどの本数を増やすと、首都圏からもたくさんの人が来て文化芸術
都市としてのさいたま市を感じることができ、もっとさいたま市が発展していけると思う。

さいたま市は、鉄道により東京・横浜といった大都会や北海道や金沢といった観光地とつながっており、中心的な存在になっている。だから、それを理由と
して様々な文化（地方の料理・アニメーションや漫画、衣服等）が一同に会する「異文化共存都市」になっていけば良いと思う。その具体的な案として、ア
ンテナショップの増設や周辺地域の小中学生の異文化体験等を挙げる。このようにしていけば、「さいたま市に来れば、色々な体験をすることができる」と
いうイメージになり、観光客の増加も見込まれ文化芸術都市としての発展だけでなく、経済的な成長もできると思う。

さいたま市に美術館など芸術的な建造物を増やす。そうすることで、さいたま市に芸術などのイメージがつくと思います。読書が何で大切なのかを発信して
いく。

中学校全体で、１年に１回映画を見に行く。

駅に埼玉県と分かる芸術のポスターを貼る。

子どもに芸術について興味を持ってもらえるように、小・中学校で盆栽や絵画、人形といった芸術や文化に関するものに触れる機会を設けたらどうでしょう
か。

文化や芸術を感じられるイベントを開催する。身近に文化や芸術を感じられるように、図書館や公民館などに文化資源をおき、興味を高めさせる。

ＪＲの駅メロをその駅に関連した音楽を使う。詩を読む大会や小学校から高等学校の授業で鑑賞の時間を作る。

現在の若い世代の人々は、絵画や芸術などに興味を持つことが少ない。僕もあまりそういった趣向には興味は持たない。なので、漫画やアニメーションなど
の趣向や映画などの文化を推進すれば良いのではないだろうか。

さいたま市または埼玉県出身の芸術家の絵の展覧会を開いたり、さいたま市出身のアーティストを呼んでコンサートを開いたりして、それを「さいたま文化
芸術祭」などと名前をつけて実施すれば良いと思います。

さいたま市では、色々な施設があるためその施設などを利用して芸術展などを積極的に開催したり、さいたま市の文化を伝えるために芸術展に文化を伝える
ものを設ける。

子どもたちも出展できる展覧会を開く。

さいたま市の駅に大きいオブジェを作る。駅の壁に絵を描く。その絵は地元の学校の生徒が描いたものにする。地面をきれいなタイルにする。

まず、さいたま市からポスターを貼り、それを見て人気が出てきたら他のところからも人気が高まる。学校や高齢者ホームなど人が多いところでポスターを
貼れば、広まって人気が出ると思う。

オリンピックのエンブレムのように、さいたま市のデザインを決め、そのデザインに添うようなところを作る。

さいたま市の小・中学校及び高等学校で、年に２回くらいさいたま市の文化資源である盆栽、漫画、鉄道、人形などの体験をする授業を設けた方が良いと思
います。

後継者がいないと文化や芸術を後の世代に受け継がせることもできず、文化が発展することもなくなってしまう。そこで考えたことは、「さいたま市の文化
や芸術を教えてくれる博物館をめぐるスタンプラリー」を小中学生向けにやれば良いのではないか。学校でスタンプラリーを配布して、スタンプが全て貯
まったら、さいたま市の文化芸術に関連する景品をプレゼントすれば良いと思う。

さいたま市での有名な本を、他の市に知ってもらうようにポスターを貼ったり、読み聞かせなどをして、さいたまでの本を色々な人に伝えてみたらどうか。
本以外でも、さいたま市の文化や芸術などの展覧会を他の市で行い、さいたま市以外の人に、さいたまの歴史を知ってもらえば良いと思う。

小・中学生の夏休みの絵画コンクールの作品を掲示する時に、大人の方々が描いた作品も一緒に掲示すれば、絵画への関心を高められると思う。

さいたま市には学校がたくさんあるので、それぞれの学校が部活動の成果の発表をする場をもっと増やしていくと良いと思う。そうすれば地域交流の場にも
なり、都市の発展やつながりに良い影響を与えるのではないだろうか。

盆栽の色の濃淡等で、漫画の一場面を作る等の外国人観光客ウケが良いものを作ったら良いと思う。



駅やまちなかに思わず写真を取りたくなるようなアートオブジェを置くと良いと思う。

さいたま市の文化・芸術を伝える博物館などで、スタンプラリーをやってみたら良いと思う。

そもそも芸術というものの線引きは、とても曖昧であると言えます。もっとも芸術というものの性質上、何を美しいかと考えるかで芸術かそうでないかが決
まる訳で、当たり前ながらそれは個人の価値観に依存するのです。例えば、今では世界中で日本の伝統芸術として有名な浮世絵も、当時は衆民向けの安価な
ポスターに過ぎなかったのです。このように芸術というものは、時代によって激しく変化していくものです。つまり、真の「芸術の都市」とは、時代の流れ
に合わせ常に変化していくべきだと私は考えます。

さいたま市の魅力をポスターに書くなど、さいたま市の良いところを観光客に伝えるという方法が良いと思います。

学校の美術や音楽などの授業に力を入れれば良いと思う。週１では、いくらなんでも少なすぎると思うので、週２回や２コマ続きを週に１回などにした方良
いと思う。また、部活動の活動環境をもっと充実させた方が良いと思う。いくつかの部活は、市内に４校しかないものがあったりする。それでは、その部活
の人も、ないがために入りたいのに入れなかった人も嫌な思いをしてしまうと思う。

さいたま市の美術館めぐりのスタンプラリーを企画する。さいたま市の有名な建築物などのカードを作り、各場所に置く。与野本町の駅を「芸術ホール前」
的な副称をつけて宣伝する。同じように土呂駅も「盆栽のなんとか」っていう副称をつける。さいたま市の有名な小説の舞台となったところをスタンプラ
リーにする。

さいたま市が文化芸術都市として発展していく上で、既に日本だけでなく海外でも有名となっているアニメーション文化に関するものを作るというのはどう
でしょうか。具体的には、アニメーションとのコラボやアニメーションのイベント開催などをすると良いと思います。これによって、日本国内のアニメー
ションが好きな人はもちろん、海外のアニメーション好きもさいたま市に集まってくるでしょう。こうすることでさいたま市は、アニメーション文化・アニ
メーションの芸術において有名な文化芸術都市として発展していけると思います。

文化や芸術に関すること（本・絵画など）の広告をさいたま市民が利用する駅などに設置すれば、人々の目にもとまって関心が高くなると思います。また、
何か１つ「さいたま市といったらこれ」というようなものを決めれば良いと思います。例えば、学校での音楽の授業で他の都市よりも楽器に力を入れたり、
さいたま市の歴史に関する教科書を作って学校で使ったりなどです。そうすれば、さいたま市民が他の都市よりも何かの分野に優れているということを言え
るとともに文化芸術都市としても発展すると思います。

さいたま市は公園などをもっと作り、そこに1つか2つ彫刻や絵画を設置すれば良いと思う。大宮駅や浦和駅などにも設置したほうが良いかもしれない。大規
模なホールや会館があるので、そこで自由に展示すれば良いのではないか。

さいたま市には、「彩の国さいたま芸術劇場」という有名な建築家さんが建てた良いところがあると思うので、そういうところで上野の「国立博物館」のよ
うに「空海展」とか「三国史展」とか「昆虫展」とかを招いてやってもらえば、すごく人気が出ると思うし、その劇場も今以上に盛り上がると思うし、さい
たま市の子どもたちの芸術心を育む良い企画となっていくと思います。あとはアクセスで、お手頃に駅から直接行けるバスを作ったりすれば、人々が抵抗な
く進んで休日に見に行ってみようかなとか思うようになってくると思います。これができれば、さいたま市は第２の上野となるでしょう。

人々が礼儀正しい行いをできるようにすることが、文化芸術都市として発展するための第１歩だと思う。そのためには電車の中で高齢者や体が不自由な人に
は席をゆずること、できるだけ集団で帰らず大きな声で騒いで周りの人に迷惑をかけるようなことをしないことなどのマナーを各学校で指導する。また、ご
みが落ちていたら拾ったりすることも町がきれいになり人々が気持ち良く過ごせて、それを見た人も「自分もやらないとな」などと思い心を動かされると思
う。また、各学校で月に１回、さいたまの伝統工芸品の製作体験や見学体験をすることも芸術の心を育むことにつながると思う。

学校の美術・音楽の授業数を増やす。芸術を鑑賞できる機会を学校でも増やす。国語で日本の文学以外もドフトエフスキーやディケンズなど海外の文学につ
いても紹介し、読むことを奨励する。イデオロギーを理解するような教育をする。

大宮・浦和などの駅にミニ美術館を作る。さいたま市役所などの周りに小学生が描いた優秀な絵を飾る。彩の国埼玉県というのであれば、駅などをカラフル
にして特徴付けた方が良いと思います。どこかに埼玉県出身の画家に来てもらい、大きい絵を描いてもらう。

各個人が文化や芸術に対して興味や趣味を持っていないと市全体が発展することはできないと思うので、例えば無料でオペラコンサートを開いたり、色々な
学校で芸術鑑賞会を開いたりするべきだと思います。また僕の学校は体育・芸術の授業が少なく、行事も少ないので増やしてほしいです。また、他の国の文
化を尊重し、交流を深めるのも良いと思います。

私はこのことについて２つ提案します。１つ目は「１駅・１芸術」として、さいたま市内の各駅に芸術に関するもの（絵画・彫刻など）を展示し、それらを
巡るスタンプラリー、あるいはイベントを行うことです。やはり駅は生活と密接に関係しているため芸術を「身近」に感じてもらうことが重要だと思いまし
た。２つ目は市内の小中学校に対して、オーケストラのコンサートや演劇を学校行事として行くことを推奨することです。なぜならば、小学校の時にそのよ
うなものを見て感銘を受けたからです。

「さいたまスーパーアリーナ」でスケートのショーや大会を行う回数を増やしたり、さいたま市民割引などを作ってチケットを安く買えるようにしたら、
もっと多くの人が興味を持つと思います。ヨーロッパでは、道端や公園、駅の近くで楽器（バイオリン・マリンバ・トランペットなどを弾いている人を実際
に見ました）を演奏する人がたくさんいるので、大宮駅の近くなどで実際に演奏可にしたらどうでしょうか。浦和の近くにモネの作品がある美術館があると
友人から聞いたことがあります。それまでは知らなかったので、もっと宣伝した方が良いと思います。あと、「劇団四季」のさいたま市公演を行うのも良い
かもしれません。

さいたま芸術館を作り、芸術作品の展示や楽器の試奏会場などを作って、さいたま市民が芸術に触れる機会を多く作る。世界的に知られている芸術家や楽器
演奏者の演説会を開き、市民が芸術にもっと親しみやすくなるようにする。学校の行事として芸術体験などを取り入れ、多くの子どもたちを芸術に触れさせ
るようにする。

主に小学校で文化・芸術を体験させ、そのことについて調べさせたり考えさせたりすること。イベントを多く行う。

小学校や中学校でその文化や芸術を取り上げた授業行う。例）体験などをして文化・芸術に触れる機会を設ける。埼玉県出身の芸能人で、文化・芸術のＰＲ
動画を作る。

さいたま市の文化資源っていうので鉄道って書いてあって、学校の近くにも鉄道通ってたりするし、鉄道好きな人は結構いると思うから、「マンモス展」と
か「ミイラ展」みたいな感じで、鉄道の店とか展示会を設けたら良いと思う。盆栽も他にはなかなかないと思うから、興味を持つ人とか、すごく詳しい人は
あまりいないと思う。だから盆栽を表に出していって、少しでも多くの人に良さを知ってもらえるようにアピールというか、そんな感じのことをしたら良い
と思う。

小説やコミックに出てくる場所（聖地）に実際に行き、写真をＳＮＳに投稿してもらい、世間に広めてもらう。ＳＮＳに投稿してくれた場合には、特典（そ
の小説とさいたま市とのコラボ商品など）をお礼にあげる。ダンスや演劇などは実際に体験してもらい、体を動かすことによってダンスや演劇が楽しい物だ
と思ってもらう。小さい子どもの頃から文化・芸術に触れる機会を作って、文化・芸術を身近に感じてもらう。

文化や芸術と聞くと、少し遠慮しがちな気がする。今の若者は、文化や芸術だと静かなイメージで興味がない人の方が多い。名前は「文化芸術都市」でも良
いが、呼び込みタイトルは若者でも少し興味をひく方が良い。また、少しインパクトのあるキャッチコピーにすることで、現代ではＳＮＳの普及で情報が回
りやすく発展のための効果はあると思う。

鉄道の車両を埼玉の有名な物であったり、文化を象徴するような物の広告を車内に貼ったりラッピングしたり塗装を変えたりして鉄道会社等と協力すれば良
いと思う。車両だけではなく、駅の広告等も活用すれば良いと思う。

電車内に文化芸術都市の特長と場所を提示した広告を掲示する。交通や人通りが多いところで、文化や芸術を体験してもらう。

さいたまの主要駅に芸術家の力を借りてモニュメントのようなものを設置すれば、待ち合わせの目印などにもなり、さいたまの「～駅」といえばコレ！がで
きる。さいたま出身の芸術家たちの作品を展示した「さいたま美術館」のようなものを街に作る。さいたまは漫画が有名なので、漫画が特に好きな小・中学
生をターゲットに様々な作品の世界をテーマごとに集約させた「さいたま漫画ランド」のようなものを作る。



文化・芸術に関するお祭りをやったら良いと思います。今まで大宮には「アートフル夢まつり」という芸術のお祭りがあったと思いますが、正直目を引くよ
うなイベントがありませんでした。そこで皆が注目し、実際に大宮に行きたいと思うような有名な大物アーティストを大宮に呼び込むと良いなと思います。
人が集まれば、文化・芸術がさらに発展すると思います。その他にも色々なものとコラボして、人が集まる企画を用意したら良いと思います。

学校の授業の一環として美術館へ行くなどして、個人個人の芸術に対する意識度を上げる。「文化芸術都市」に住んでいる人たちは、やっぱりみんな芸術に
自分なりに関心を持っていないといけないなと思う。

市が年に１回くらい歌の大会を主催する。（審査員を呼ぶ。小学校・中学校・高等学校・大人部門を作る。）さいたま芸術祭を開く（市民が出場する歌・ダ
ンスのコンテスト　審査員を呼ぶ、市民の描いた絵画の展示、市民の作った彫刻や市内の写真を展示する。）出店を出し、さいたまの特産品売り場や料理を
ふるまったりする。盆栽を展示したりする。入場は無料にし、外部の人でも入りやすくする。ＳＮＳとかで情報を拡散し、より多くの人が参加できるように
する。祭りのボランティアを募る。

埼玉県では盆栽が有名である。だからその盆栽をさいたま市の文化・芸術として全国に広めて行けば、発展するのではないかと考えた。その他にも提案があ
る。今度の一万円札に渋沢栄一の肖像画が使われる。そこで埼玉県では渋沢栄一の魅力を全国に発信していくのが重要である。他にも岩槻区にも有名なもの
がある。それはひな人形だ。そしてこれら全てを発信するためには、インターネットなどに投稿するということで発信できる。

さいたま市は十分に文化芸術が発展しているので、他の市町村や都道府県に寄附するほうが良いと思う。

僕はずっとさいたま市に住んでいるが、浦和や大宮などは文化芸術都市といえると思うので、岩槻や見沼などについても、もっとさかんにＰＲをして、観光
客を呼び込めるような方法を考えていくべきだと思う。僕は浦和に住んでいて、大宮やさいたま新都心にはよく行くが、岩槻の方のことはあまり知らない
し、行く機会もほとんどないから魅力的なものを作って発信していくことが重要だと思った。

文化や芸術についてのイベントをやって、さいたま市をＰＲ。

文化や芸術に関するイベントなどを開催し、文化や芸術への関心を多くの人が持てるようにする。

幼稚園・保育園や学校では、美術館や博物館や町内のお祭りへの参加を呼びかけて、参加をしてくれた人にはおかしをあげるなどの物でつるという作戦が子
どもには無難だと思います。また、大人には興味を持ってもらうように週に1回、文化芸術に関する講義を実施する。そして、興味を持って色々なことに参加
してくれた人々は、ふるさと納税みたいな大量の米などの景品を贈るべきだと思いました。

１．市役所や区役所などで、誰でも参加できる美術や文化を学ぶ教室を開き、そのことはあちこちで宣伝し、特に子どもなどが積極的に参加できるような環
境を作る。２．さいたま市が他の市よりも優れている点を知らない人が多いと思うので、さいたま市はここが良いという点を広める。

大宮の「鉄道博物館」で企画展を頻繁に行うようにする。小さい頃訪れた子どもに、長い間来場してもらえるから。鉄道を観光の強みにすれば、鉄道を通じ
て産業の活生化が見込まれるから。京都鉄博よりも人気になることで、1つの立派な観光産業になる上、元々アクセスは良い方であるから。

正直、さいたま市に文化や芸術との関連がないと思った。そもそも多くの人たちにそのことを伝えなければならないため、パンフレットの作成をしたらどう
か。また、さいたま市の文化資源で、鉄道なら展示会、漫画なら文化ホールのような所で多くの人により一層知ってもらうようにすると、もっと良くなると
思う。

色々なジャンルのイベントを行う。さいたま市外の人も楽しめるようなイベントを行う。また、さいたま市内の人は割安になったりするものを売る。障害者
も交えたものも良いと思う。スタンプラリー形式で、さいたまの有名なものや特産物のクイズを行い、スタンプがたまると、出店で何か１個無料で（おか
し、せんべいなど）もらえるなど。また「文化芸術都市」といわれても、思い浮かぶものが少ないから、もっと知ってもらえるように子ども用のイベントを
やるのも良いと思う。

さいたま市に美術館、絵画展などを作る。さいたま市についての新聞を１か月に１回発行する。（文化や芸術）土呂にある盆栽などを公立・私立の小・中学
校に体験してもらい、盆栽の魅力を感じてもらう。観光客にさいたま市の文化や芸術の良さを感じてもらうために、新聞や美術館や絵画展の表記を英語・中
国語・韓国語などにして分かりやすくする。パンフレットなどを配る。

子どもから高齢者まで様々な年齢の人が楽しむことのできるイベントを作ったりする。例えば、この前のラグビーブームなどを使ってラグビー関係のイベン
トを開くとか、誰か有名な人を招いてイベントを開いたりしたら、市が活気づくと思います。「さいたまスーパーアリーナ」というとても良いイベント会場
になる場所があると思うので、使えると思う。

さいたま市の文化資源である盆栽などを体験できるような場を設けたら良いと思う。鑑賞するよりも自分で体験できる方が、より興味がわくと思う。

鉄道（中でもサンライズ出雲・瀬戸などの寝台列車）を大宮駅まで運行区間を延長して観光に行ってもらうことで、ストレスをためず文化的な人が増えると
思いました。

さいたま市が文化芸術都市として発展していくには、市民に身近にそれらに触れられる環境がある事が大切だと思います。僕は東京都に住んでいるのでさい
たま市のことは分かりませんが、僕の区の小学校では、図工の作品のコンクールがあったり区の作品展がありました。区の作品展は、それぞれの小学校から
の代表作などが並んでいました。僕もそれに選ばれたことがあって行ってみたら、独創的な作品がたくさんあって楽しかったし、来ていたお客さんも楽しん
でいました。なので小規模なものでも良いので、作品展を開催したら文化や美術がより身近なものになると思いました。

「文化」や「芸術」という堅苦しいイメージを壊すために、若い人が多く利用しているＳＮＳに結び付けたら良いと思います。例えば、「インスタ映え」な
どです。「映える」美術品を飾り、そこに人を集めてＳＮＳなどで拡散していけば、さいたま市の発展につながると思います。また、インスタグラムだけで
なく、Ｔｗｉｔｔｅｒやフェイスブック、ＹｏｕＴｕｂｅなどでも良いと思います。それを積み重ねていくことで、他県からも人が来るようになったりメ
ディアで紹介されると、もっとさいたま市を発展させることができるし、利益にもなると思いました。

さいたま市の文化資源が盆栽、漫画、鉄道、人形であることを他人にアピールすることが大切だと思いました。文化芸術都市として文化や芸術が発展してい
ることを世間に人々に認めてもらうためには、興味を引くような盆栽体験や鉄道体験など色々なイベントをするべきだと思います。

他の市・県にはないさいたま市特有の文化を様々な形でＰＲすることが大切だと思う。また、これからも文化を伝えていくために、さいたま市の小学生にも
ＰＲする。例えば、体験教室を開いたり、小学校でＰＲする時間を設けたりすることも大切だと思う。

さいたま市を文化芸術都市にしていくために、私は音楽・演劇・ダンスは発表、美術品や絵画などは展覧会を行い、まとめて「文化芸術祭」みたいなイベン
トを行えば、文化や芸術のことを色々な人が知れるし、自分も「ダンスやりたいな」「絵かきたいな」と思う人が増えて、どんどん文化芸術都市になると
思った。また、アンケートなどで他に行いたいことや自分がやってみたことを聞いて、改善していけば文化芸術都市として発展していくと思った。

さいたま市が出している雑誌で、さいたま市出身のアーティストや小説家の作品を取り上げて宣伝する。「さいたまスーパーアリーナ」や「鉄道博物館」、
「さいたま芸術劇場」などでのライブやイベント、ミュージカルの宣伝に力を入れる。ショッピングモールなどで期間限定で行われているような盆栽や絵画
の展示の機会を増やす。「さいたま市でしか」見られない、できないといったものを増やす。

さいたま市には伝統的な物（和紙・盆栽・ひな人形など）がたくさんあるのに対し、あまり県民も伝統工芸品に触れる機会が少ない気がする。また、東京か
ら近い場所に埼玉県は位置しているが、工芸や文化に触れるために来る県外の人は少ないと思う。なので、広報活動を定期的に行い詳しい情報を発信し、多
くの人に興味・関心を持ってもらうことが必要だと思う。また、外国語を話せるスタッフを数人置き、海外からの人に柔軟に対応できる仕組みを作ると「観
光スポット」として人が集まってくると思う。

現代の人々は、まず本に触れる機会が少ないことが問題である。そのためには多くの人々が利用する駅などの公共施設に触れるきっかけになるものを作れば
良い。特に駅のような待つ場所には適していると思う。では、どのようなものを置けば良いのか？それは人気な文学本などの一番重要になっている部分を
ピックアップして、その部分を発見するような機械を置けば良いと思う。これがあれば、本の続きを読みたくなるきっかけを作ることができ、駅や図書館に
置けば多くの人々がきっかけを作ることができます。発見する機械も目立つようなデザインにすれば、多くの人の目について利用されるようになるでしょ
う。この機械によって埼玉県の人々は本に触れるようになり、文化芸術都市として発展していくと思います。



さいたま市が文化芸術都市として発展するためには、盆栽などさいたま市が誇る文化芸術などをＳＮＳ・ラジオ・テレビ・広告など、人の目につくところで
アピールをすることが大事だと思います。もしくは、さいたま市を文化芸術都市として発展させることを諦めることも一つの選択肢だと思います。別に「文
化芸術」以外にも、さいたま市が持っている魅力はたくさんあります。それを生かして、さいたま市を盛り上げれば良いと思います。もし、その結果さいた
ま市のあだ名がダサかったとしても、さいたま市の他の市にはない雑草魂を見せつければ良いだけじゃないですか。無理に中高生にまでアイディアを募集す
るくらいなら「ありのままのさいたま市」で良いのではないかと僕は思いました。さいたま市にたくさんの魅力があります。色々なカテゴリー、市内のいた
るところにまで目を向けてください。

ある行いが後世まで残るようにするためにイベントなりを作り、その行事を年１度くらいの頻度で行い、数年間それを続ければ後々も残っていき、その行事
がいつしか文化になると思う。もしくは、今やっている祭りなどをもっと規模を大きくし、全国に知れ渡るようにして、その行事＝さいたま市と思われるよ
うにする。結論、何か行事を盛大に行い、それを何年か続ければ、それはその町の習慣になり全国に知れ渡り、その行事が文化であると自他ともに認められ
るようになっていく。そうすれば、すぐには結果が出なくても、数十年後にはきちんとしたその市の文化となるから。

文化芸術都市と聞いて、僕は東京を思い浮べた。東京のように新しく楽しい感じに埼玉もなるため、有力な観光地や子どもも楽しめる遊園地を作るのが良い
と思う。

文化・芸術と聞くと、すこし難しく感じたりかまえてしまうと思うので、漫画や映画・ダンスなどより身近なものに興味を持ってもらえるようにすれば良い
と思う。さいたま市には盆栽という文化資源があるので、それをより楽しく知ってもらうために体験などをすれば良いと思う。盆栽のオブジェなどをシンボ
ルにするのも良いと思う。

昔、さいたま市に住んでいた文学者や芸術家の資料館などを作ったりすれば良いと思う。有名な芸術家の展覧会を開けば良いと思う。定期的にアートなどに
関するイベントを開いたら良いと思う。

さいたま市の文化をゲームやクイズにして知らせるようにして馴染みやすいようにすれば、興味がわく人が出て来るようになって発展していくと思う。

市の歩道に芸術品などを置き、市全体を一つの美術館のような場所にする。市にある樹木を盆栽のようにして盆栽をアピールする。ラグビーワールドカップ
の流れに乗って、ラグビーの教室やラグビー関連のグッズを売る。

私は、さいたま市の文化と聞いて盆栽を思い浮べました。ですが、私はさいたま市民なのに盆栽を見たことがありません。なので盆栽を見たことがないとい
う人を減らすことから始めるべきだと思いました。そのために小学校の校外学習として、小学生に盆栽を見に来てもらったら良いと思います。しかし、ただ
盆栽が飾ってあるだけだと興味が分かない人がいると思うので、１個１個の盆栽にクイズを１個ずつ貼っておくと良いと思います。楽しみながら学習をする
と、頭に残るので良いと思いました。そこに行った子どもが親や知り合いに盆栽の話をしたら、もっと色々な人に盆栽を知ってもらえて発展できると思いま
す。

さいたま市内にある建物の数々を不思議な形にしてみたり、その建築家のアートがつまったものを建て、日頃から子どもなどはその建物に接して、様々な考
えを生み、自分自身の独創的な発想をできる人材をさいたま市出身として日本・世界に送り出すようにする。そうすれば専門大学などもできたりし、芸術に
興味のある人たちが集まって来て、次第に文化芸術都市として発展すると思う。また、積極的なイベントも大事だと思う。例えば、絵を描くイベントだった
りと、特に小さな頃からそういうことに触れていると、才能というのができてくるので、幼稚園児～大人まで様々なタイプに合わせ、イベントを行えば良い
と思う。

さいたま市の代表的な文化、芸術作品を市から発信していく。

子どもたちが気軽にさいたま市の文化や芸術に触れることのできるイベントなどを開いたりすることで、少しでも興味を持たせ、その子どもたちがさいたま
市の文化や芸術を受け継いだりすると良くなると思う。

もっとまちの中にオブジェとかアニメーションの像とか置いたりして、観光できるようにした方が良い。また、さいたまには観光するような場所がないか
ら、芸術などを意識したテーマパークなどができたら、それのイメージが強くなり芸術として有名になると思う。さいたまの子どもや人たちに芸術を作らせ
て展示させても、ろくなものはできないし、その作った人たちの知り合いぐらいしか来ないだろうから、もっと有名な芸術家だとかアーティストに来ても
らったり作ってもらったりしたら良いと思う。文化芸術都市にするのに子どもに何かをやらせたりしても得に意味はないと思う。もっと「有名になる」とい
うことを意識して、ものごとをやっていかないとだめだと思う。

文化・芸術に関する体験をもっと増やしたらどうでしょうか。私は造花作り体験をしたことがありますが、自分でものを作ることはとても楽しく、しかもそ
れを持ち帰って家に飾ったり置いたりできる、という良い点があります。さいたま市には盆栽があるので、盆栽作り体験だけではなく「盆栽に見せかけてお
いて実は菓子だった」みたいな盆栽を知ってもらえるきっかけとなる体験とかでも良いのではないかと思います。（菓子だったら食べられるので、子どもか
ら大人まで楽しめるかも？）有名なアーティスト・絵画・美術品を呼ぶ。木や植物を面白い形に刈る。（ハート形・星形など）（インスタ映え？）

文化や芸術というと漫画や映画などではなく、もっと固い盆栽などを思い浮かべます。私以外にも、このような考えの人がたくさんいると思います。なの
で、まずはみんなに文化や芸術はどのようなものがあるのかを知ってもらう機会が必要だと感じました。また、文化や芸術は音楽などの意外と身近にあるも
のもありますが、自分とは関係のほとんどないものという認識が強いと思います。なので、もっとたくさん図書館に行き本を読んだり、絵やミュージカルな
どに簡単に近づける、気遅れしてしまわないようなところがあれば、文化や芸術などを発展させていけると思います。

さいたま市といったら都会（大宮など）のようなイメージが強いと思うので、まずそのイメージを変えることが必要だと思います。私たちと盆栽はあまり関
わりのないもので、盆栽って何だろうと聞かれたら、よく分からない人が多いと思います。だから、盆栽に関する漫画やイラスト付きの小さな冊子を配った
りして、盆栽ってこういうところがすごい！というような理解を広めていけば、さいたま市は発展している都市だけでなく、文化や芸術もすごい！というイ
メージもきっとついてくると思います。

「さいたま市の文化といえば、これ」みたいに定着すれば発展していくと思うので、さいたま市ならではの文化（例えば盆栽や鉄道など）をＰＲできるよう
に、まずは盆栽の体験をできるようにしたり、鉄道だったら子どもも大人も楽しめるような企画（例えばＪＲの方々はどんな仕事をしているのか見に行ける
みたいな）をして、地元の人から定着させていければ良いと思います。また、鉄道だったら大宮には「鉄道博物館」があったりして、間近に電車も見れたり
できるので、そのような施設もイベントを行ったりして、大人も子どもも楽しめたら、もっと「さいたま市＝鉄道」のようになっていったりするのではない
かなと思いました。盆栽も前に書いた鉄道のように行えば良いと思いました。

みんながよく来る場所とかに美術品を置いて、解説や豆知識のようなことを書いたり、イベントや展覧会を開く。小・中学生及び高校生の美術の時間を増や
し、芸術についてもっと教える。学校の教室とかにも絵画など多く置いて興味を持ってもらう。美術大学とかを増やす。人目につくところにその大学の宣伝
を貼ったりして生徒数を増やし、その生徒たちが文化祭とかで展示物をやって、興味・関心を持つ人を１人でも多く増やす。美術だけでなく音楽系や演劇の
大学とかも一緒にくっつけて、大きな学校にして影響力をあげる。年１ぐらいで芸術関係のところに行く機会を設けて、芸術に触れる。

私は東京都の立川市に住んだことがあります。そのときに駅の近くには作品が飾ってありました。さいたま市も同じように駅近くの空いているところに芸術
作品を置いてみたらどうでしょうか。置いてあると華やかさが増え、市全体も明るく見えると思います。また私は都民なので実際には不明ですが、さいたま
市が文化芸術都市ということを知っている人は少ない気がします。そこで、駅に「さいたま市にはこんな文化芸術がありますよ」といったものを置いたりす
ると良くなると思います。合わせて、先程提案した作品を飾るということが可能ならば、それも書くと分かりやすくなると思います。そして、根本的に芸術
家がいるかということです。私は市民全員を知っているわけではないのでよく分からないのですが、芸術家が少ないならば、芸術家が活動しやすい場所を提
供されてみてはいかがでしょうか。

現代はＳＮＳ上で情報が出回ることが主流なので、若者が興味を持つような何かを発信するべきだと思います。例えば「インスタ映え」する食べ物や建物な
どを駅やインターネット上に広告として貼り出したり、知名度の高い芸能人にさいたま市の文化や芸術についてテレビ等で話してもらったりすれば、少しで
も多くの人が興味を持てると思いました。

例えば、普段の身近な生活空間に芸術を用いたらどうか。小・中学生及び高校生の作品展、プロの芸術家を招き入れたり、そういったイベント物や公園のベ
ンチや古くなったトンネル内の壁などに作品を描くことで、ひょっとしたらまちが明るく見えるかもしれない。私は、さいたま市が文化芸術都市として発展
するには、身近で芸術を感じさせることが大切だと思った。そして、それによって多くの人が芸術のすばらしさ、美しさを見直すチャンスにつながると考え
た。また、子どもの斬新な発想を育てることも良いと思った。



鉄道や人形などを使い、面白い動画を撮ってネット上にあげれば良いと思います。ただのＰＲ動画だと、あまり最後まで見る気にならないので、１つのス
トーリー性を持った動画が良いです。他には子どもたちだけでできるような体験があったら良いと思います。（保護者同伴とかではなく）そうすれば、友達
とかと一緒に行きやすいと思います。なぜなら親と一緒に行くよりも友達と一緒に行った方が楽しいからです。あとは、若者が興味を持ってくれるような芸
術もある方が良いと思います。大半の人が盆栽などには興味を持たないと思うので。

さいたま市で有名な盆栽を発展させれば良いと思う。「古くさくてださい」そんなイメージを持たれている気がするので、何か現代の若者や外国人が好みそ
うなものとコラボすれば、世界的に有名になれるのではないかな？と思いました。それも盆栽に限らず、同じように若者、外国人ウケするものにアレンジし
たら人気が出て、売り上げが上がり（大宮＝文化芸術都市）みたいなイメージになって、さいたま市の認知度が上がるのではないかと思いました。

まず、人が一番多く利用する駅をもっとデザイン性のあるものにしたら良いと思います。さいたま新都心駅のようにきれいで緑もふんだんに使っている駅は
記憶に残るし、芸術的で良いと思うからです。また、さいたま市で有名な漫画・小説・詩と流行っている漫画やコミックを置いた大きいミュージアムのよう
なものを作ったら良いと思います。中は漫画などが飾ってあるだけではなく、昔の漫画から今流行りの漫画まで試し読みできるようなブースを作れば、飾っ
てあるものを見に来る高齢者から試し読みしにきた子どもまで、色々な年齢層の人が、埼玉の漫画や小説について知れると思います。なので、大きい漫画・
小説・詩など文学のミュージアムを作ったら良いと思いました。

さいたま市の伝統的な文化や他のまちより優れている点を挙げ、それを町民や他のまちの人々にプレゼンテーションで発表して、さいたま市の文化芸術都市
としての利点などを細かく伝える。

さいたま市が文化芸術都市として発展していくために、美術館や博物館の内容を絞り込んで特化させることで、それらの個性を際立たせて興味を引けるかと
思うし、もっと頻繁に個展を開催してみたらどうか。そして、さいたま市には「さいたまスーパーアリーナ」や「大宮ソニックシティ」などの大規模施設が
あるから、それらにアーティストを誘致して、もっとイベントを開いてみるのも良いかと思う。また、現代の若者向けの漫画・アニメーションミュージアム
などを作っていくと良くなると思う。

盆栽などの今、文化や芸術を発展させるためにしていることを、展示会を開くなどしてより多くの人に知らせる。また、漫画の歴史や過去から現在までの漫
画を展示する漫画ミュージアムのようなものを作る。また、文化や芸術に沿ったマスコットキャラクターを作る。

さいたま市が文化芸術都市として発展するためには、今まで以上にアピールしていく必要があると思う。大宮は盆栽が有名であるが、それを目にする機会は
ほとんどないと思う。自分は大宮のデパートで見たことはあるが、それでは多くの人が興味・関心を持つことは少なくなってしまうので、駅で大きく取り上
げて多くの人や他の市の人に知ってもらう必要があると思う

公式ＳＮＳを作って、情報を世界に発信する。芸能人にＰＲしてもらう。交通の便を良くする。インパクトのあるゆるキャラを作る。

芸術の授業の時間を作る。さいたま市芸術の公式サイトを作る、またはインスタグラムの公式のアカウントなどを作る。公共の建物などに絵を描く。→イン
スタ映えのスポットなどにする。さいたま市の芸術を面白くディスリスペクトする。有名な漫画などの作家などとコラボする。フリースペースなどに自由に
誰でも描けるような場所を設置する。近代的で、またたくさんさいたま市の芸術の良さを知ることができるミュージアムを作る。

「翔んで埼玉」がとても話題となったので、第２作目の製作をすることによって、もっと埼玉が全国から注目されることになると思う。

「さいたまスーパーアリーナ」とか、「けやき広場」でイベントしたら良いと思う。「さいたまスーパーアリーナ」だったら音楽・ダンス系、「けやき広
場」だったら、よくライブ後にオタクがやってる生写真交換みたいに小説・絵画の展示とか店を開けると思う。

さいたま市についての「文化」や「芸術」についての美術館を建設したら、より良くなると思う。そして、その建てた美術館の入場料を無料にし、外国の人
にも分かりやすいよう、展示品の説明は多国語でする。また、子どもから高齢者にも利用しやすいようにバリアフリーに配慮した建物造りにすると、より良
くなると思う。また、町並みをそのさいたま市の「文化」や「芸術」に合わせたものにする。（京都でいうと、屋根が瓦であるなど）さいたま市の魅力が伝
わるようなガイドブックを作成してみる。

京浜東北線の発車メロディ増やしましょう。大宮駅２番が「大宮アルディージャ」なのに、なんで浦和駅は「浦和レッズ」じゃないんですか。あと、今使っ
てる「希望（ゆめ）のまち」聞いても、「希望（ゆめ）のまち」だって分かんない。もっと明るい曲でしょ？なんなら浦和駅6線全てそういう系でも良くな
い？発車メロディってみんな聞くんだし、お隣の川口市見てみなよ。市の歌、発車メロディにしてたよ？さいたま市もやろう。なに、もうやってるって？あ
れは「希望（ゆめ）のまち」じゃない。もっと分かりやすくしてほしい。

さいたま市の伝統的（→特徴・すごい点など）なものを期間限定で展示するなどをすれば良いと思う。そのほかにも「さいたまスーパーアリーナ」などでや
れば良いのではないかと思う。

市のコミュニティセンターや公共施設に芸術やものづくりを体験する場を設ける。お祭りなどの際に室内で場を設けたら、人が多いし興味を持って大勢が集
まると思います。行事ごとや何かのイベントごとに作るものを変えたり、テーマを変えたら特に良いと思います。

映画館で上映する映画のリストを増やし、映画に興味を持ってもらう。絵画の作品展を多く行い、「来場してくれた方には商品券をお渡しします。」や「来
場者の方に特別に抽選会を行います。」など行い、絵画に対して興味を持たせる。

芸術都市として発展させるには、学校ごとに様々な作品を展示したり、披露したりするのが良いと思います。実際に私は、部活動で私学文化祭というものに
参加しました。そうすると、私は今まで触れていなかったジャンルも実際に目の当たりにし、刺激を受けました。私のように、このような機会を通して新し
い考えを持つ人が、また１人、２人と増えていくのではないかと考えました。

美術館に行ったごとにポイントをつけて、「５ポイント貯まったら～」、「10ポイント貯まったら～」をやる。「さいたま市○○クイズ」みたいなものをや
り、正解したら景品を上げた方が良いと思う。

月に１・２回、例えば映画鑑賞会や、曲を決めそのダンスをみんなで踊る、漫画を作ってみるなどの楽しいイベントを行う。新聞に週1回ほどコーナーを作
り、文化・芸術をみんなに広める。

まず、自分が思ったのはさいたま市が文化芸術都市であることへの驚きだった。このように、さいたま市が文化芸術都市であることを知っている人は少ない
と思う。そのために、さいたま市が文化芸術都市であるというイメージを持ってもらうことが大切。例えば、京都のようにまち全体の環境を変えるべきだと
思う。道や道路などに文化芸術都市をほのめかすような工夫をすれば、良くなると思う。

さいたま市には、文化芸術都市になる「もと」があまりないと考えます。ですから、さいたま市のある場所が、本や映画などに出てくる場所のモデルになっ
たりすれば良いんじゃないでしょうか。あと、さいたま市に美術学校や音楽学校などを作って、優れた人を育成して、何年後かにその人のファンなどがさい
たま市に訪れ、もっと栄えるのではないかと考えます。

金をかける（重要）。そして、たくさん文化や芸術の看板などを作り、アピールすれば良い。美術教室みたいな教えられる（学べる）場所を作る。

さいたま市が昔から持っている文化をまとめたものを作って、学校の授業に取り入れて子どもに興味をもってもらう。さいたま市出身の芸術家などを深く
知ってもらう。

色々なところに芸術品を置いて、みんなが見れるようにすれば良いと思う。あとは、展覧会などをさいたま市に呼んで、みんなに見せれば良いと思う。そし
たら、市民の芸術に対する意識も上がっていくのではないかと思う。

マンホールなどの身近にあるものに絵画などをデザインすれば、市民にとって文化芸術が身近なものになり、意識が高まると思う。また、「東京2020大会」
に合わせて、有名な絵画などを大宮駅などの主要な駅に展示すれば、さいたま市民以外の人からも「さいたま市が文化芸術都市である」という意識を持って
もらえると思う。

美術館みたいなものを作る（増やす）さいたま市にいる画家にお願いをして絵をかいてもらって、それを人が多い大宮駅の壁などに貼り付ける。学生などで
も優れた作品を掲示する（ずっとじゃなくても）今年参加した私学文化祭（私学だけじゃなくて公立でも）みたいな行事をもっと増やす。



私は土呂駅で外国人によく「盆栽はどこですか？」と聞かれます。なので、土呂にもっと分かりやすいように看板を作った方が良いと思う。あと、盆栽町側
の土呂駅には、飲食などのお店が少ないので、もっともっとたくさんの飲食店があると良いと思う。あと、盆栽は若い人にも人気だけど、どちらかといえば
高齢者の方が多いので、あるかどうか分からないけど、シャトルバスとかあると楽かもしれない。まずは、土呂駅をたくさんの人に使って欲しい。

文化芸術都市。それは、文化と芸術の両方があって初めて成り立つ。このことから考えるに、文化を芸術として表現していくことが、文化芸術都市への一歩
だと思う。しかし、市だけが文化文化、芸術芸術といっていては仕方がない。さいたま市に住んでいる人のみならず、訪れた人々にも芸術を感じさせる必要
があるのだ。ここで私が考えるのは、芸術作品を（もちろん文化的背景のある）人目につくようなところに設置したり飾ったりすることだ。人目につくよう
なところ、それは駅でも良いと思う。例えば、改札口を出た少し広い空間に置く。また、公共物と芸術の融合も面白いと思う。例えばガードレール。ここに
文化的意義のあるまちを組み合わせて１つの作品にする。このように我々の生活をそっと芸術で包み込んでゆけば、市民も芸術に対する意識が変わっていく
に違いない。また、そのようにしてさいたま市全土に設置した作品のスタンプラリーなどを実施することにより更に注目の的になる。まずはじめに設置して
いかないと話が始まらないのだ。ここで話はころっと変わるが、市立小学校にこの文化芸術都市としての意識を持たせてみるのも非常に有効的だと思う。小
学生は次世代を担う。そんな彼らに文化芸術都市としてのさいたま市を発信していけば、まちがいなく発展する。次世代…これこそが重要だ。芸術作品も後
世には残る。次世代へ次世代へと、どんどん文化芸術都市としての意識を強くしていくことが発展への鍵ではないだろうか。

I think we should increase the number of art classes and invite many famous artists to the art classes to Saitama City develop as a cultural
artistic city. I have two reasons. First, there are a few people that are interested in art,so I think we should increase people that are
interested in art.Secoud,maybe the number of people that want to be an artist will be increased because of listening to the famous artists.

美術展を開催するのはどうか。映画やアニメーション、漫画など子どもから大人まで楽しめるものでイベントを開催したらどうか。普段関わらない芸術（ろ
くろ回して器作ったりなど）を実際にできるイベントを開催するのはどうか。

さいたま市には、盆栽町などの盆栽で有名な地名があって、外国から多くの人が来るが、それだけではなく埼玉県の特産などを使って世界に通じるような文
化を作ったら良いと思う。例えば、埼玉県の有名な特産物の人形などを使って、大きなひな壇を作って、広いところで展示するなど。

さいたま市とは、普通に世間からすれば、ださいたま市というところだろう。イギリスやオーストラリア（？）のようなおしゃれというイメージもない。
人々の間に深く根付く、ださいたま意識を取り除くことは天理であろうと思われる。では、どうすれば良いのだろうか。そこで私は考えた。現状を変更でき
なければ、それを受け入れてしまえば良いわけである。つまり、どういうことかと言うと、我らが憎きさいたま市は、永久にださいたまであるということを
受け入れ、これ以上むだなあがきをやめるということだ。頑張れよ。

「さいたまスーパーアリーナ」のような有名なコンサートなどの会場で、文芸に関する様々なイベントを行い、全国に告知する。またその際に、埼玉県とく
にさいたま市に関する重要資料や「翔んで埼玉」のような埼玉を舞台にした本などを売ったり、紹介したりしていけば良いと思う。また、若者に人気の漫画
を同じ1冊の本として、別の文芸作品と一緒に売り出すのも良いと思う。その他にも、文芸作品に関する税金を少し軽くするなどもしても良いと思う。

盆栽の町として大宮をもっと宣伝し、世界で盆栽といえば大宮となるようにする。また、市内にある美術館で若者が興味を持つ企画をし、県内の小・中学生
に配るだけでなく、県外から人が来るように宣伝する。大きな駅などでワークショップを開く。

市民が文化芸術に親しむ感性を養うには、さいたま市の豊かな自然がもっと身近になると良いと思います。特に市立病院周辺は、自然が豊かなので、あの辺
りを生かしてほしいです。このあいだ、あの近くのサイクリングロードに行ったら、あまり整備されてなかったので、「ツール・ド・フランスさいたまクリ
テリウム」をやる税金があるなら市民のためにサイクリングロードを整備してください。また、市立病院裏のグラウンドの横の小川は、僕が小さいころには
メダカがたくさんいたのに、今ではコンクリートで固められてしまっています。あの辺りは自然を保護する区域なはずなのに、さいたま市の自然がどんどん
破壊されてしまってとても残念です。さいたま市は自然を守るべきだと思います。

ださいということを埼玉県は売りにしているので、ださいアートを飾る美術館を作ると良いと思います。

さいたま市には「鉄道博物館」があるので、もっとそれを有名にしたいです。ニューシャトルの値段をもう少し下げて、大宮から駅まで行きやすくすると
か、JRの方にもポスターを貼ってもらうだとか難しいとは思うけれど、これが私の提案です。大宮→鉄博の往復券が販売されていたのは、すごく良いと思い
ました！

さいたま市と芸術が結び付くには、さいたま市がどのような芸術をして文化芸術都市として発展させるかを明確にする必要があります。オール分野で発展し
ようとするのではなく、まずどの分野の芸術に力を入れるかを考えてから意見を求める方がより良い意見が得られると思います。反対の面に書かれた文化資
源の4つを見てみると、若い人に身近でない物や興味がない人もいるものしかありません。文化芸術に力を入れていきたいなら、より多くの人に目を向けて考
えるか、宝塚のように1つの物を大きくしていくかの2択だと思います。すぐに発展していくわけはないし、他より大きくしたいなら、時間を使ってゆっくり
専門の人と話し合ってみても良いと思います。

もっと小・中学校及び高校生に対して、漫画や小説などの本を多く置いてもらいたい。そうすることで、みんなで漫画や小説を読むようになり、国語力（特
に読解力や書く力）が高くなり、将来これらの学生が大人になった時でも、本や漫画を書いたり読んだりすると思った。

さいたま市は、盆栽・鉄道・人形などの様々な有名なもの、特産品がある。まず盆栽は、盆栽村の施設を生かして、イベントなどを開催して盆栽に興味を
もってもらう。鉄道は、「鉄道博物館」を生かして、鉄道に興味がない人も楽しめるようなイベントを開き、興味を持ってくれる人を増やすようにする。ま
た、博物館以外でも一般の鉄道路線を使って臨時列車を運行し楽しんでもらい、興味を持ってもらうようにする。人形については、岩槻駅前に「人形」につ
いてアピールできるものを置き、人々の注目が人形にいくようにして興味をもってもらう。以上の3点を行うことにより発展すると思う。

公園や遊具のデザインを地方の小・中学生、主婦にしてもらう。写真大会等を小学校で開く。また、大宮駅や浦和駅、市役所等の人通りの多い場所に気に
入った作品の投票所などを作り、一般の人々が投票できるコンテストにし、忙しい人々も手軽に芸術に参加できるようにすると良いと思う。なぜなら「芸
術」と言われると、ハードルが高く敬遠する人が多いが、投票などのような形で作品を展示・鑑賞する機会を作れば、芸術に興味を持つ人が増えたり、市と
しても文化芸術都市へと発展させるきっかけになると思うから。

まずは、展示会から始めて人を集める。その次にアーティストを呼んで、アート大会を開く。とにかく人を集めないと始まらない。狙いを定める。子ども、
中高生、大人、高齢者、どの層を狙うのか。子どもは大人もセットでやってくるから人が集まる。子ども向けならアニメーション（アンパンマンなど）、お
もちゃなどを組み合わせる。中高生なら最新のアーティスト（歌なら知ってる人が多い。）を呼ぶなど。

さらにたくさんの図書館を作れば良いと思う。しかし、図書館を作るにはたくさんの金が必要。なので、コンビニエンスストアや店の店頭に目立つような貯
金箱を作り、なるべく多くの金を集める。または、特定の商品を買った時に追加料金を払ってもらい、その金を建設費に当てる。本などは地域の人の古本な
どで構成し、コストを抑えて他の図書館の方に寄附する。

市の中で文化資源があったとしても、それがある程度浸透しないと、文化芸術都市としての発展していると主張するのは難しいと思うので、まず身近なもの
として文化資源があることをアピールするべきだと思う。文化資源を作ることができる人を中心として、集会などで体験構座を開くなどして広める。そし
て、その地域に文化があることを、そこに住む人に文化資源があることを知ってもらう。

まず、埼玉県にはあまり文化や芸術が少ない。そのため、さいたま市を文化芸術都市として発展させることよりも、もっと他にすることがあると思う。

さいたま市を舞台にした小説を書いてもらう。さいたま市の文化を紹介するパンフレットなどを作る。テレビのCMなどで文化を紹介する。体験する会などを
作る、または建物を作り、いつでも体験できるようにする。

美術館や文化芸術館を色々なところに設置したり、まちの道路とか公園などの公共施設を工夫して、音楽で楽しめたり芸術をとり入れたら、もっと良くなる
なと思いました。また、美術館があっても特に子どもはあまり行かないと思うので、芸術を感じてなおかつ遊べるようなところがあったら良いなと思いま
す。そして、高齢者にも優しいように段差を少なくしたら良いと思いました。

まず、アクティビティ施設をもっと作るべきだと思います。さいたま市は少なくはないと思いますが、どうしても他の都市に流れてしまって、客が少なく
なってしまうと思うからです。また、大宮・浦和などは別として、今特に何も特徴がない都市に芸術要素を加えて宣伝した方が良いと思います。たとえば、
特になにもない駅にトリックアトリート要素を加えてみたり、夜にライトアップしたりとかです。また、できれば無料にした方が、ついでに観光してくれる
人が増えて、宣伝効果も上がって良いと思います。また、駅や公園などの公共施設をきれいに整備し、もっと景観を良くした方が良いと思います。



「コクーンシティ」とかに今、若い人たちがたくさん集まっているので、「コクーンシティ」で月１回ぐらいフリーライブとか、絵の展示会などを行って、
たくさんの人にさいたま市が出身のアーティストなどを知ってもらい、写真撮影ＯＫにしＴｗｉｔｔｅｒやインスタグラム、フェイスブックなどのＳＮＳで
拡散してもらい、「コクーンシティ」に来ていた人だけでなく、他の市の人や他の県の人達にもさいたま市の芸術活動について知ってもらい、全国的にも有
名なアーティストを輩出して、芸術家にとって有名になりやすいような機会をたくさん作る。

僕はさいたま市が文化芸術都市として発展するためには、義務教育中（特に小学校など）での教育方針を改良するべきだと思います。なぜなら、文化・芸術
に対する姿勢や才能をある程度育てられるものだと思うからです。生まれつきの能力はあれど、小さな頃から文化や芸術に触れる機会が増えることで、僕た
ちよりも文化芸術活動に対し敷居が低くなり、今までならば埋もれていた才能もきっと見つけ出され、よってもしこれを実現できれば、改良された教育を受
けた世代の中から日本の文化・芸術を率いていく優秀な人材が輩出されるはずです。

「鉄道博物館」を子ども向けだけでなく、大人だけでも来て楽しいような場所にする。例えば、会社が帰りの人向けに夜に（週に何回か）定期的に遅くまで
開けておくとか、クリスマスやハロウィンなどの時は、昼は子ども向け、夜は大人向け（大人も来ることができる）ようなイベント（特別なイルミネーショ
ン、クリスマスマーケット「電車型の屋台」を開くなど）を開催するなど、電車好きな人が、どの世代でも来やすいようにする。

私は、文化と聞いて日本の行事を思い浮かべます。最近の子どもたちは、年齢が上がるにつれて日本の文化と触れ合う機会が減ってきていると思います。こ
れから海外の人と接触する機会も増えてくるので、日本の芸術や文化を自分が紹介できるようになりたいなと思ったりもしています。だから、学校や地域の
ショッピングセンターなどで日本の工芸品作りの体験や日本特有の柄や材料を使用した芸術品の展覧会などをもっと頻繁に行えば、自然と視界に入るし、現
代アートを取り入れれば、更に若者の興味を引くことができると思います。個人的には、水引を作る体験に興味があります。何か自分の特技にできるような
体験をしたいです。

さいたま市の特に中心部や栄えているところに目立つ絵とかおいて、写真を撮りに来させて有名にさせる。映え。さいたま市で映画とったりして、観光客を
たくさん呼び込んで有名にさせる。まだ熱が冷めない「翔んで埼玉」をもっともっとアピールして、「翔んで埼玉」グッズを作る。映画出演者のサイン入り
的なものも作ったりしてみる。ターゲットを若い年代の人にしたら、文化芸術都市として発展していくと思います。

さいたま市の駅構内や人気のある地域に有名な芸術家の作ったオブジェやステンドグラス、絵画などを飾ると良いと思います。また、地元の子どもたちに学
校と提携して美術の授業等で作った作品や高齢者施設でおじいさん・おばあさんが作ってくれた作品なども飾ることで、埼玉県内・県外からも多くの観光客
が来て、自分の家族の作品を鑑賞することで、芸術に興味・関心を持つことができて一石二鳥だと思います。

今現在、地域の人や年配の人との関わり、交流の機会が少なくなっていると思います。私も昔は地域の餅つきや交流会に積極的に参加していましたが、今で
はあまり参加できていません。年配の人の文化が若い人へと伝わっていくことも大切だし、若い人の文化が年配の人に伝わっていくことも大変重要だと思い
ます。絵画や盆栽など、手につけるのが難しそうな物からではなく、参加するのが簡単そうな地域の行事などを推奨していくことで、年配の人も若い人もよ
り楽しく毎日の生活がより良くなっていくと思います。私も積極的に地域の行事に参加していきたいと思います。

私は文化・芸術と聞くと、アニメーションを思い浮べます。今や外国でも人気になり、日本でも人気になってきたように思います。そこで、埼玉の地を舞台
にしたアニメーションを何本か作成することを提案します。そのアニメーションが「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」のように有名になれば、
埼玉を聖地と呼んで訪れる人が多くなると思うからです。実際、研究発表として私もアニメーションを作成しています。手間のかかる作業ですが、作ったも
のが有名になれば、一気に知名度が上がり発展していくと思います。今年話題になった、「翔んで埼玉」が流行語になれば、発展していくと思いますが…。

さいたま市内に芸術家が作ったオブジェを建てる。さいたま市内の駅をデザイン性の富んだ駅にする。例えば、その駅周辺で有名なものや伝統的なものをイ
メージする。商店街や人通りの多いところで雰囲気の良い音楽をかける。独創的な芸術品や絵画、彫刻を集めた美術館を作る。（その美術館の外観も独創的
なものにし、世間にも広まるようにする。）

さいたま市に文化芸術都市として発展する必要はないと思う。なぜなら、わざわざ税金を使ってすることでもないし、そんなことをする前に、なにか災害が
起きた時のためにお金を貯めた方が良いと思う。

さいたま市が文化芸術都市として発展するためにはとありますが、まずさいたま新都心を作るためにたくさんのお金を使って、結局失敗されたようなので、
もう少し時間を置いてから考えた方が良いと思います。ところで、さいたま市には全国的に有名な文化や芸術があるのでしょうか。たぶん、さいたま市に住
んでいる人でさえ詳しくは知らないと思います。なので、小・中学校の授業に自分の市について、よく知ることができるカリキュラムを導入した方が良いと
思います。

さいたま市の子どもに、さいたま市の文化芸術をインプットさせて後継者を生み出さなければ、発展するどころか文化芸術が死ぬことになる。色々な出身芸
人をＰＲに使う。

給食を無料で全ての私立校に備える。芸術家を呼んで何か作ってもらう。芸術家育成学校を増やす。さいたま市ゆかりの品などをもっとアピールする。

さいたま市の文化資源である盆栽・漫画・鉄道・人形などを、さいたま市出身の芸能人などがアピールする番組を「テレビ埼玉」で毎日放送する。そして、
さいたま県の魅力度ランキングが関東で３位になるように日々精進する。また、芸能人のＹｏｕＴｕｂｅの個人チャンネルでも、さいたま市の魅力を伝える
ようにする。

さいたま市にでも残っているだろう昔のものを集めて展覧会とか、昔の物の技術を参考にして建物を作れば良いと思う。

「さいたま」という残念な地名が、若者には「何もないところ」という残念なイメージを持たせているため、地域名を変えイメージを変える。その名前は、
以下の５つの候補から選んでほしい。ピカソ市→ピカソは至高、ボンバー市→芸術は爆発、ＲＭＣ市（ロイヤルミルクティーチョコレート市）→女子が群が
りそう（タピオカは古い）、ＴＰＰ市（トランプ・プーチン ＰＥＡＣＥ市）→響きがもうすばらしい、ＤＴＯ市（ださいと思った？市）→ドヤ顔で紹介でき
るね！

公民館をなくして美術館を建てる。駅前によく分からん銅像を建てる。

草加せんべいをたくさん作って、たくさん売る。（草加市をさいたま市に合併する。）

さいたま市だけでなく、埼玉県で発展していくために草加市の発展も進めていくべき。

博物館をたくさん作る。→トラックなどで出張して、他の県を回る。ポスターを作って、他の県に貼って有名にする。埼玉に来てもらうようにして、埼玉の
観光地に博物館を作る。

さいたま市には、大宮氷川神社や調神社等、旧武蔵國の長い歴史・文化を象徴する神社仏閣がたくさんあるので、もっとアピールすれば良い。また、社宝等
をもっと公開すればなお良い。子連れの親は、博物館を無料にすることや鑑賞教室を開く。文芸に親しませるということで、純文学の作品に限定した読書感
想文コンクールを中高部門・社会人部門に分けて開催したり、小説の新人賞の公募もしたら良い。また、隣の市の川越には、小江戸ブランドがあるので、相
互の文化財を関連付けて一緒に展示すれば、お互いのブランドが一層強化される。

ＰＲ活動にもっと力を入れる。芸術作品の買い取りを始める。芸術家に免税を行う。芸術家に支援金を支給する。都市全体に芸術的なもの（何でも）を設置
する。人々に文化的・芸術的教育を行う。

さいたま市が文化芸術都市として発展することは不可能である。文化や芸術がその地に根付くには時間が必要である。今すでにある文化芸術都市としては
ウィーンがある。ウィーンは古くからの歴史がある。さいたま市なんて、つい最近できた都市がそのようになるのは無理があるだろう。さいたま市は、古典
的な芸術ではなく、現代的な芸術を取り入れるべきだ。とは言っても、様々な種類がある。人の裸体や血などが入っているだけで展示しないようでは無理で
しょう。とりあえずまちをきれいにしてくれ。

埼玉県は首都圏に属するというのに、他の都県と比べて観光スポットや文化芸術都市というものが少ないと感じる。「文化芸術都市」と言うと難しいので、
観光スポットと言い換えよう。神奈川には横浜の中華街、千葉には「ディズニーリゾート」、東京には挙げ切れないほどのものがある。では、埼玉はどう
か？「越谷レイクタウン」？大宮？「コクーンシティ」？頑張ってこの程度なのではないか？どれも寄せ集めたものを大きな都市に見せているように感じら
れると思うが、それでも栄えているのは、きっとそこで時間を使う人々が、独自のアトラクションに頼らずとも楽しめるような人々なのではないか？純粋に
友人、恋人、家族と楽しめる心の清らかな人々でしか楽しめない都市なのではないか？「アトラクションに頼らずとも自分、そして周りの人々の素敵さに気
付ける都市」を売りにすれば、少しは埼玉も発展するんじゃないですか？（笑）



まず、コバトンとさいたまっちの紫色が微妙なので、子どもに好かれる愛らしい色を使うべきだと思います。パステルカラーを使うだけでも、埼玉のイメー
ジが明るくなると思います。それから色の組み合わせです。微妙な紫に所々見られる茶色の線が気持ち悪さを増させて、埼玉の地味な感じを際立たせていま
す。さいたまっちの場合、さらに赤すぎるほっぺが加わっていて、学生からの評判も悪いです。コバトンは黒目とあわせて2.5倍くらいにしてあげてくださ
い。これまで、埼玉県のキャラクターの話をずっと書いて、さいたま市のことを全く述べていませんが、まずは埼玉県自体のイメージをよくしないと、さい
たま市が発展することは不可能だと思います。

駅を近代的にするか古風にするか、唯一無二の漸新・ユニークなスタイルにする。そして、図書館の内装も同じスタイルにする。様々なアーティストとコラ
ボしてたくさん個展とか開く。何かその場だけの世界観を作れば、その都市の雰囲気が変わると思います。（駅が効果的だと思います）あと、クリスマスな
ら少しだけまちに光を付け足すと良いのでは？と思います。イルミネーション、とにかく駅が第一印象を決めると思います。木を対象的に植えるのも個人的
に素敵だと思いますし、花を植えても良いと思いました。個人的に芸術都市と聞くとフランス（綺麗系）を思い浮べるので、綺麗系で攻めたら良いと思いま
す。
まず、市内に無料で入ることのできる美術館を作ると良いと思います。僕は埼玉県の他の市の無料で入れる美術館に行ったことがあります。そこでは、常設
されている展示品に加え、毎月置かれる展示品が変わります。こういう施設を市内に置けば、市民の芸術への興味が湧き、さいたま市が文化芸術都市として
発展していくと思います。また、公園の遊具を芸術風にすれば、大人だけでなく子どもたちの芸術への関心も高まると思います。

さいたま市は、文化に対するイメージが全くないので、映画館を増やして無料で入館できるようにすれば、他の県の人や他の市の人も、それを目的にさいた
ま市に映画を観に来ると思うし、さいたま市に映画という文化が根付くと思いました。また、美術館などを増やしたら良いと思いました。

さいたま市は、文化に対するイメージが全くないので、映画館を増やして無料で入館できるようにすれば、他の県の人や他の市の人もそれを目的にさいたま
市に映画を見に来ると思うし、さいたま市に映画という文化が根付くと思いました。それに伴って、映画館の数も増やした方が良いと思いました。以上で
す。

例年、日本全国の魅力度ランキングで、埼玉県は下位になってしまっています。その原因の１つとして、埼玉県はこれと言った観光場所がないことだと思い
ます。東京や神奈川に住んでいる友達に聞いても、大宮駅くらいしか出てきませんでした。僕自身も埼玉県に住んでいますが、観光場所と言ってもぱっと思
いつきません。なので、文化芸術都として発展させることは、とても良いことだと思います。世界で通用するようなアーティストを輩出したり、積極的に絵
画教室を開いたりすることで、ＳＮＳで拡散され全国の人にその情報を届けられると思います。Ｔｗｉｔｔｅｒやインスタグラムなどの公式アカウントも
作った方が良いと思います。

世界中から有名画家が描いた美術品を買いあさる。埼玉県内に美術大学を大量に作り、そして芸術家を増やして有名になった人に美術品を贈ってもらう。各
駅に美術館を建設して、必ず目につくような場所にする。その美術館内部にポケストップを各場所に設置したり、それなりに由緒ある神主さんなどを呼ん
で、パワースポットとして売り出して、日本中から観光客が来るようにもなるし、さいたま市民は美術館に行きやすいため、さいたま市民は皆、幸せになれ
る。なので、美術館を大量に建築する。

さいたま市には、たくさんの人が住んでいます。それなのに、シンボル的な建物や観光スポットがないと思います。そういったシンボルは、色々な文化を生
んだり運んできたりしてくれます。なので、そういった文化的なスポットを作ってみるのはどうでしょうか。徳島などは、島全体を使った文化スポットを
作ったりしています。他の県にもそういったスポットはたくさんあります。埼玉県には美術館が少ないと思います。行く機会が少ない上に数まで少ない。
よって、もう少し数を増やして、脳の発達が活発な小学１年生から小学６年生までの間に美術館や博物館に行く機会を増やして、芸術に触れる機会を増やせ
ば良いと思います。そうすれば、都道府県別魅力度ランキング万年40位から抜け出せると思います。頑張ってより良い市にしてください。

僕の埼玉県のイメージは、大宮駅が広いというイメージしかなく文化芸術が発展しているイメージがないので、1つでもみんなに浸透するようなものができる
だけでも埼玉県の文化芸術が発展すると僕は思います。近くに東京や神奈川があって人が集まると思うので、盆栽の埼玉みたいなイメージを持ってもらうた
めに頑張ってください。

僕は埼玉県は観光のできる場所が全くないと思います。あと、映画の「翔んで埼玉」で馬鹿にされたくらいだめなところしかないと思います。だから、もっ
と埼玉県に行きたくなるような観光地を作った方が良いと感じました。また、他の近くの東京都や神奈川県にも劣っているから、そこらへんにはないものを
作れば良いのかなぁと思いました。

月に1回、大宮駅などの利用者が多い駅に美術系の展示をしたら良いと思います。例えば、大宮駅の近くのホールで展示会をしたりすると発展していくと思い
ます。また、図書館を駅の近くに作ることで利用者が増えていくので、文化に興味を持つきっかけとなると思います。他にも、さいたま市の小学校で授業の
一環として、近くの図書館に行く機会を設けて、読書の楽しさが分かるようになったり、読書が楽しくなると考えます。発展させたい文化を人が集まるとこ
ろでやるべきだと思いました。

さいたま市の色々なところに芸術作品や絵画の写真、ポスターが貼られれば、色々な人たちの目にも入るし良いと思います。また、その地域と特徴ある文化
を発信できるよう、見学や体験ができるブースなどをお祭りや地域センターなどで設置したり、その文化を利用したものづくりを楽しく行えるように小学校
などで体験会を行うなどが良いと思います。絵のポスターなどは学校に貼ったり、展示会等に興味を持ってもらえるようなイベントやポスターを配布したり
すると良いと思います。市民の方々が製作したオブジェなどを展示し、自分もこういうものを作ってみたいなという思いをそそるようなものを市内にたくさ
ん作ると良いと思います。

「大宮盆栽美術館」には、この間もたくさんの人が訪れていた。また、さいたま市を題材にしたテレビ番組で盆栽のことをやっていた。しかし、さいたま市
の盆栽を全国に広める前に、さいたま市の人々がそこまで盆栽のことについて良く分かっていないと思う。その他のさいたま市の芸術も同様であると思うの
で、まずは、さいたま市民が自分たちが住んでいるさいたま市の芸術を深く知ることによって、そこから全国へ発展することができると思う。自分たちの市
の芸術に対し、興味を持ち知ろうとすることが発展につながり、それが広まっていくことで各地に広まると思う。

私は、市内にさいたま市の文化や芸術を発展させるために、市内にポスターを貼ってたくさんの人に知ってもらうようにすれば良いと思います。また、その
ポスターも多くの人から興味を示してもらうためにも、さいたま市のマスコットキャラクターや有名なアニメーションキャラクター、埼玉県出身の有名人の
方などを使うと良いと思います。芸術において、ダンスや演劇などはたくさんの色々な人に見てもらえるよう、大きなホールなどで学芸会を開くなどすると
良いと思います。

まず、さいたま市の歴史を詳しく知った上でないと、文化をより発展させることはできないと思います。なので、さいたま市の歴史をたどり、どこでどのよ
うな文化が生まれたのかを探し、見つけ出すべきだと考えます。それぞれの文化にそれぞれの芸術が存在しているのではないかと思うので、さいたま市特有
の文化を見つけることが、さいたま市特有の芸術を発見することにつながるのではないでしょうか。その上で、現代に生きる私たちなりにその歴史・文化・
芸術を解釈し、さいたま市古来の考え方に私たちなりの新しい考え方を付け加え、それらを形として表現するために建造物を作ったり、絵を描いたり、行事
（祭りなど）を行ったり、時には型にはまらずにプロジェクションマッピングを使って県庁に映し出してショーを行って、文化を広めていったりしてはどう
でしょうか。人々の興味を引くような楽しいことならば、より多くの人々がさいたま市の文化に触れられると思います。

大宮は盆栽が有名だと思うので、そのことをもっと広めたら良いと思います。外国人は盆栽に興味があると思うので、さいたま市が盆栽が有名だと聞けば、
外国人も東京だけでなく、さいたま市にも観光に来るようになると思いました。

私は「文化芸術都市」という言葉を聞いて思いついたまちは、市民がさいたま市の歴史や文化、伝統などの芸術を大切にしていき、それらを後世に伝えてい
くまちだと思いました。さいたま市の文化・芸術には、例えば大宮の「鉄道博物館」、勾玉、はた織りなどがあります。それらの良さや特色を誰が見ても分
かるような漫画にすると理解が深まると思います。また、最近話題になった映画「翔んで埼玉」は、埼玉の地域ごとの特色や地名、特産品が分かりやすく映
画に出ていて、おもしろさも交えたものとなっており、とても埼玉に対して興味が湧きました。このような作品を埼玉の文化・芸術を元にして作っていくの
が、さいたま市が文化芸術都市として発展するのに良いと思います。

全国にさいたま市の良さをアピールをする。「テレビ埼玉」を利用する。人気が出そうなデザインのゆるキャラを作り、地道に宣伝をしていく。他の県には
ないオリジナル商品を作り出す。インターネットを利用する。Ｔｗｉｔｔｅｒ、公式ブログ、公式サイトを作り、アピールする。また、さいたま市はどこが
良いか、住んでいる人にアンケートを行い、住んでいる人から見たさいたま市を調査する。

まず、さいたま市の人にさいたま市の歴史について知ってもらい、文化を身近なものにする。市が文化についての掲示板やチラシにして、さいたま市民の
人々に文化について考えてもらう必要がある。「テレビ埼玉」やラジオなども使い、色々な場所で知ることができるようにする。人気が出そうなゆるキャラ
などを作って、さいたま市自体を有名な都市にすることで、文化も自然と知ることができるかもしれない。公式Ｔｗｉｔｔｅｒ、公式ブログ、公式サイトを
作る。

さいたま市にいる芸術家の卵を大切に育てる。インターネットを通して、さいたま市の文化や芸術などを広める。例えば、今若者の間で使われているＴｗｉ
ｔｔｅｒやインスタグラムで芸術作品などの写真を撮って、あげるなどする。



まちの至るところに美術的なオブジェでも置けば良い。歯科やコンビニエンスストアぐらいの数の美術館を設置したらどうか。近くに住んでいる小学生など
が「あぁ～暇だな、美術館行こ！」というぐらい軽い感じでいけるように身近にあればどうか。その地域特有のものを生かして、産業を発展させていけばど
うか。

大宮駅や浦和駅の近くに絵や人形の置くコーナーを作る。改札付近に置くと、様々な人が見れると思う。

埼玉県には、春日部や加須などアニメーションの舞台の地になったところは多いと思われるから、さいたま市も埼玉県の中心として、埼玉県出身の漫画家に
さいたま市を舞台としたものを描いてもらって、それをアニメーションにすると良いと思います。そうすれば、多くの人がさいたま市に集まり、１つの文化
都市になると僕は考えます。今、世界でもアニメーションなどのものは熱いので、それに乗るのもまた１つの方法だと考えます。アニメーションの地の設定
にはお金がかかるだろうけど、まあ頑張ってください。

表面に「考え方の参考になるキーワード」の文化資源として、「盆栽、漫画、鉄道、人形などなど」と書かれているが、そもそも今、全世帯のほとんどにス
マートフォンが普及され、なかなか文化資源に触れる機会が少なくなっている。そこで、最近行われたモーターショーのようにさいたま市の文化資源を一つ
の大きなところで市民に披露する。その際、例えば盆栽と人形のコラボのように、今までやったことがないことを見せると、おそらく小さな子どもや高齢者
の方々の興味を引くと考えます。

さいたま市内にある小・中学校及び高等学校の美術作品の中で優秀な絵を集め、美術館を開催すると良いと思う。新たな伝統にしたいと思う行事を作って、
毎年それを行っていく。

さいたま市はまだできたばかりなので、特徴的な文化や芸術がないとは言い切れないが、他の埼玉県の市と比べ限りなく少ないと思う。だから、他の埼玉県
の市町村の役所からその市町村についてよく知っている人を全員集めて参考にするべきだと思う。その場で生まれた文化や芸術はさいたま市のみならず、埼
玉県のものとなれば面白いと思う。また、大人だけでなく若い人や子どもたちからも意見を集め、その中でも多かった案を新しい文化として確立させるべ
き。

美術館に多くの美術作品などを展示して。駅などを芸術作品のようにアレンジをする。生徒や学生が積極的に美術や文化について予習するようにする。

たとえば、さいたま市の学校全てが美術品を見学する会などを作って、芸術に関心を持たせることが大事だと思います。そして、それぞれの学校の図工・美
術などの教科を使って、芸術を楽しむ方法を先生が教えることが大事だと思います。また、長期休みの宿題に「美術館を見学し、レポートを書く」というの
を出して、芸術を目で見て感じて、興味を持たせたら良いと思います。

さいたま市やその近辺を題材にした小説や漫画をもっと宣伝する。（「弱キャラ友崎くん」など）どこが文化芸術都市なのか、もっと具体的に提示してほし
い。
僕の思うところでは埼玉の歴史文化を日本及び世界に発信していくべきだと思います。東京都は一部を除いて多くの元々外堀の門があった場所に立札を立
て、その歴史について解説しています。江戸城の半径21ｋｍ以内ならば適当に歩くだけでも様々な掲示板を見つけることができます。東京都と違い、埼玉県
はその辺りの歴史が少ないことはよく知っていますが、元々誰それの館などがあったにも関わらず、立札、記念碑一つも建てずに忘れ去られている場所が
多々あります。もう少し埼玉の歴史について見直してほしいと思います。

盆栽や演劇などが見られる場所をもっと増やしたりする。また、外国の人も見られるようにしたりすればもっと良くなると思う。（字幕などを使い分かりや
すくする）

さいたま市を文化芸術都市にするためには、市内の学校に積極的に芸術活動をしたり芸術についてのイベントや芸術のすばらしさについて話す講演会などを
開いてみた方が良いと思います。そして、芸術に触れる機会を増やしたらもっと良くなると思います。そうすれば、芸術に興味を持つ人が増えると思いま
す。自分も芸術は好きなので、さいたま市と言えば芸術ということを周りに広めたいです。

私は、さいたま市が文化芸術都市として発展するために、「盆栽」についてもっと知ってもらえるようにしたら良いのではないかと思います。例えば、「大
宮盆栽美術館」に見学に行ったり、実際に盆栽を作ってみるということをすると、良くなると思います。

一人ひとりが小説や漫画などを作って、作った物語をみんなで読み合ったり、どの物語が１番面白いか決めたりしたらどうか。また、それをダンスや美術品
を作って発表するともっと良くなると思います。

僕は文化は独特な技術や考えのことを指すと思います。文化芸術都市として発展するために、さいたま市は、盆栽に関するイベントを開いたり、絵画も「自
然について描く」などの大会を作った方が良いと思います。

私は、文化や芸術と聞いて伝統や絵を描くこと（何かを作る）ということだと思います。また、実際にやってみたいことは、その地域の文化や、芸術を体験
してみたいと思いました。例えば、和紙を作ったり人形の作り方を教えてもらえると、文化や芸術に興味を持つかなと思いました。文化芸術都市と聞いて、
私は色々な地域の文化があり、良いところなんだなという印象になります。さいたま市を文化芸術都市にするためには色々な文化や芸術と触れ合うことを多
くし、昔からの伝統は未来でも続いていけるようにする。あと、それをもっとレベルアップしたものを作っていけば良いんじゃないかと思いました。

美術館を建てたり、映画と劇場をくっつけて２階建てにしたりしたら、みんな芸術に触れたりできると思います。また、小さい子どもでも遊べる、「チーム
ラボ」のようなものを建てたりしたら良いと思います。美術館では、もっと明るい感じが良いと思います。

文化芸術都市に発展させるために文化資源を使ってイベントを行った方が良いと思いました。たくさんイベントを行うことでその商品や資源の良いところを
知ってもらえるからです。また、そのようなイベントを様々なところで行うことによってより多くの人が知ることができます。それから、さいたま市だけに
限らず、埼玉県の他の市や他の県などでも行っていった方が良いと思いました。

文化芸術がよく分かるような建物をたくさん作った方が良いと思った。

絵が下手な人は努力してもそこまで絵の技術は変わらないので、絵が上手な人が出てくるのを待っていることはできないと僕は考えている。それ以外には、
小学生の授業に美術を入れておいた方が良い。ついでに、公民館で美術展を開いても良いと思う。

岩槻の人形などを七夕の時にさいたま市全体に飾る。

もっとさいたま市の良さを前面に出した方が良いと思う。

実際に見てみたいものはゴッホやラッセンなどの有名な人の絵を見てみたいです。見てみたい理由は、実際にこういう絵を見て、同じようなすごくうまい絵
を描きたいからです。僕のような人もいると思うので、有名な人の絵を見てみたりする行事があれば良いなと思いました。文化芸術はとても良いことだと思
いました。

さいたま市のところに、日本の文化の武道、空手や柔道、少林寺拳法などの体験会を開いたり、駅の近くに飲食店を設ける。まちの暗いところを明るくす
る。オリンピック競技の体験会。オリンピック選手を呼ぶ。環境に対する地球温暖化について考え、取組をする。そうする取組で、近くの県から観光に来る
人が増えるかもしれないと思う。商店街を明るくして人々が楽しむ場所にしたら良いと思います。

さいたま市が文化芸術都市として発展するためには、まず市民の方々に興味を持ってもらうことが大切になると思います。例えば、幼児の子どもを持つ親子
層に注目すると、親子で協力して作れる昔ながらのおもちゃ作り体験などを企画すると良いと思います。そうすることで楽しみながら文化や芸術に触れるこ
とができ、文化芸術都市として発展する良いきっかけ隣ます。それぞれの年齢に合わせた企画を提案することが文化芸術都市として発展する近道となると思
います。

さいたま市は、よく「何もない場所」と言われますが、必ずしもそうではありません。例えば、「鉄道博物館」や盆栽、岩槻人形など、たくさんの伝統文化
や技術があります。しかし、今の子どもたちはその文化の存在を知りません。私も数年前まで知りませんでした。さいたま市のこれからは、私たちにかかっ
ています。だからこそ、さいたま市の伝統文化などに触れる機会を設ける必要があると思います。例えば、盆栽の展覧会や、さいたま市出身の芸術家の作っ
た作品に触れるなど、子どもたちが「さいたま市の芸術（文化）ってすごいな」と思ったり、自らもその仕事に携わってみたいと思ったりするはずです。そ
ういう子どもが１人でも増えてくれれば、さいたま市は「何もない場所」ではなく、「芸術や文化が豊かな場所」として発展していくと思います。



さいたま市は鉄道で有名です。例えば、「鉄道博物館」があります。毎日、他の市や区からそこにたくさんの人が来ています。実際に自分も鉄道ファンなの
で、東京都民ですがさいたま市によく来ます。ですので、鉄道の名車を使って、市が鉄道を使ったイベントを行えば良いと思います。結構お金はかかると思
いますが、実現したら鉄道という文化で発展できると思います。

さいたま市が文化芸術都市として発展するためには、イベント・フェスティバルを実施したり、さいたま市は人口が多いので、それを生かして、人がたくさ
ん集まる場所で文化的な小物や、芸術作品を置いたりして、もっと色々な人に触れるようにするべきだと思います。そうすることによって人々がさいたま市
の文化や芸術に興味を持ってくれると思います。

現在さいたま市に芸術館などの文化を展示する場所が少ないと思う。だから私は「アートストリート」のようなものを作ってみたら良いと思う。現代っぽい
ものや、流行っているものを芸術化などしてみると人が集まると思う。そうしたら、さいたま市が文化芸術都市として発展すると思う。また、そのようなス
トリートを増やしたり、季節ごとに展示するものを変えたりして、関心をずっと持たれると思う。

さいたま市の文化資源である、鉄道にさらに力を入れた方が良いと思う。何故なら、鉄道が好きな人はそこまで多くないため、鉄道がもっと身近なものにし
ていくのが良いと思ったからだ。例えば、様々な在来線や特急、新幹線が集まる大宮駅でさいたま市の学生や児童に向けての学習イベントなどを開き、鉄道
に関心を持ってもらうのが良いと思う。

さいたま市を芸術都市として発展させるためにはまずそれぞれ自分が関係している「芸術」のために交流を行うべきだと考えます。例えば音楽を行っている
人がいるとすると自分だけではうまくいかないことがあるかもしれません。なので私は交流を行いうまくいかないことを他人から教えてもらえる。そういう
場を作ることによってさいたま市が文化芸術都市として発展するのではないかと考えます。また、交流のみではなく、発表会などを行うことでさいたま市に
「芸術」が浸透するのではないかと考えられます。今回は音楽で考えましたが、演劇・ダンス・美術作品についても同じことが言えるのではないでしょう
か。そして、さいたま市が文化芸術都市として発展していくと良いと思います。

人形や盆栽や鉄道を使ってさいたまのまち並みを作る。

さいたま市が文化芸術都市として発展させるには、盆栽や鉄道が有名なので、その２つを重視すれば良いと思います。鉄道は、「鉄道博物館」が有名なの
で、来た人にワークショップや係員の説明をすれば、来る人がもっと増えて、更に発展すると思います。盆栽も、色々な形の盆栽を展示したり、珍しい盆栽
を展示すれば、更に発展すると思います。

さいたま市で高いビルやマンションをペンキや色々なもので模様を描いたりしたら良いと思う。

さいたま市の公共の場に文化芸術を置いたらどうか。何故なら芸術といってもどのようなものを作る、描くなど最初は分からないからだ。そのためには、ボ
ランティアなどとコラボ結成し、人々に呼び掛けたりするともっと良くなると思う。

私は、映画だと思いました。理由は、「翔んで埼玉」が流行ったからです。とても面白い映画だと思いました。なので、文化芸術都市に発展すると思いまし
た。

文化芸術都市として発展するために税金を使うのではなく、もっと他のこと（例：問題などがあるのなら詳しく把握し、解決させるなど）に税金や力を入れ
ていってほしい。というか以上のようにすることが表面にあるように市民等が暮らしやすくなったり、さいたま市が住みやすいと感じる割合を2020年までに
90パーセントにできる方法の一つだと思う。

私は、さいたま市が文化芸術都市として発展するためには、美術館や図書館、国やさいたま市の魅力や、今まであったでき事、昔と今の違い、昔あった、さ
いたま市の文化が分かるような施設を作ることが良いと思います。また、まちの中に、色々なデザインを取り入れたり、明るい色を多くしたりなど、芸術と
いう部分で、まちに彩りと活気を入れていくのが良いのではないかと思います。そして、文化という部分では、昔の文化と今の文化と組み合わせ、より良い
文化を作るというのが良いと思います。

子どもたちだけでなく、地域で何かイベントを行い、高齢者の方たちも一緒に楽しめるようにしたら良いと思う。

まず、文化芸術都市とは、「その地独自の文化を尊重・継承し、芸術作品を数多く輩出する都市」のことなのだと思います。そのような都市を目指すために
は、まず、子どもたちにその地ならではの文化や伝統を伝える機会を設けて、よりその地の文化や伝統を認知してもらえば良いのではないかと思います。ま
た、何らかの方法で、芸術作品と人々が触れ合う機会を作る必要があると思います。

まちなかに作品を飾ったら良いと思う。どの学校でも「さいたま芸術」というような多目的室などに飾っておくと良いと思う。また、まちなかというだけで
なく、家の塀などにも置いたりしてみたら良いと思う。

さいたま市には発展するための資源の中に鉄道、アニメーション、コミックなどの「オタク」と呼ばれる人たちが好むものがある。こういうものをさいたま
全域に発信していくと良いと思う。何故ならこういうものは好きな人が多いため、こういうものからさいたまの文化や芸術を知ることができると思うから
だ。そのためには「オタク」の人たちを引き付けるためにそういうものに関係する場所を整備する必要があると思う。そうすることで文化を知ってもらうこ
とができると思う。

私はさいたま市が文化芸術都市として発展するために、さいたま市の文化資源である漫画に注目しました。漫画よりも小説を勧めることが多いと思います
が、読書が苦手な人にはまず漫画から読み始めてもらった方が良いと思います。大人の方には教育のため漫画を読ませない方が多い気がします。でも、小説
と内容はほぼ変わりません。小さい頃から文字数が多い本を読んで読書が嫌いになるより始めは漫画から入り、次はもっと文字が多い本に…とこのように慣
れて行った方が良いと思います。なので、図書館にも勉強になる文字の多い漫画を置くなどしたらどうでしょうか。そっちの方が読書離れが少なくなると思
います。

私が「芸術」と聞いて思い浮かべるものは、私が習っているバレエです。「文化芸術都市」と聞いて、私は浅草のようなところを思い浮かべます。さいたま
をそのような「文化芸術都市」にするために、さいたまの文化資源の中にある「漫画」の中の世界を再現したような道または地区を作ってみるのが良いと思
いました。そうすれば、漫画の読者などが訪れてもとても楽しめると思うし、芸術をもっと知ってもらえると思います。

私はさいたま市が文化芸術都市として発展するには、さいたま市のことをよく知っている人が、さいたま市に関する漫画を描いてヒットさせれば良いと思い
ます。日本の中にも色々な場所を題名にした漫画が多くあるのでそれに便乗すれば良いと思います。そうすれば、さいたま市のことをたくさん知ってもらえ
るし、漫画にすればユーモアもあって読みやすく、色々な人が読むことができると思います。さいたま市には良いところがたくさんあるので色々な人にさい
たま市のことを知ってほしいです。

さいたま市がより発展するためには、文化をずっと未来に残し続け、いつまでも継承し続け、日本中にアピールをし、「さいたまってこんなのあったん
だ。」と思わせ、そして、美術品などだけではなく、緑を増やし、教育などにも力を入れ、埼玉県をより良くし、観光名所などもアピールし、埼玉県はこん
なところだよと来た方に教えて、日本で注目してもらうことが埼玉県の発展につながる。

さいたま市が文化芸術都市として発展するためには、他都市にはない奇抜なアートを作れば良いと思う。さいたま市と言えば…というものが少ないので、今
の流行に沿った、ここでしか見れないようなものを作る。例えば、せんべいに一工夫加えて、若者をターゲットとしたものを作る方には駅のホームの壁に、
絵を貼ったりする。また、ＹｏｕＴｕｂｅやＴｗｉｔｔｅｒなどのＳＮＳを使い広める。若者に興味を持たせることを大切にしつつ元々あるさいたま市なら
ではのものも生かす。

私は、さいたま市が文化芸術都市として発展するには、美術館や博物館を増やすことが大切だと思う。特にさいたま市の歴史や現在を表す作品、展示物を設
置すれば、他県や他国から来た人々にもさいたま市を知ってもらうことができる。また、文化や芸術をさいたま市にある建物で表すのも良いと考える。公共
の建物の内装や外観にイラストなどを描き、観光客や地元の人々がそれを見ることで、さいたま市に文化芸術都市の印象がつくと思う。

まず、さいたま市にある大宮を鉄道のまちとしてもっと発展させるべきだと思うし、それが無理なら他のまちを鉄道でいっぱいにしてもらいたい。

駅に芸術作品を展示する。行事を作って体験してもらう。外で公演する。

・出張「鉄道博物館」・人形劇・漫画売買（種類を限定して）・出張盆栽館



さいたま市が文化芸術都市として発展するためには、美術館や博物館等の文化施設で住民も参加できるようなワークショップ（体験学習ｅｔｃ…）を行った
り、特別展の実施などをすれば、文化的な都市になると思う。

文化芸術都市として発展するために、大きな博物館などを作る。

さいたまは、子どもも多く子どもの遊び場である公園も多いと思うのでアート作品を公園に置いてみるなどさいたま市のみんなが芸術に触れ合うようにでき
るそんな文化芸術都市にしていったら良いと思う。

私は元々、マーチングバンドに所属していました。３年間続けていましたが卒業してからは関わりが薄れ、大好きなマーチングから離れることになりまし
た。楽器を続けたくても、環境やお金の面で続けられません。また、興味があっても同じような理由で音楽から遠くなってしまう人もいるでしょう。そのた
め私はさいたま市が学校などとは別で音楽を続ける、始める環境を作ってほしいです。神奈川県は一般バンドが多くありますが、さいたまは少ないです。も
う１つ、さいたまで活動しているマーチングバンド等をもっと後押ししてほしいです。元々活発に活動していたバンドも、徐々に少なくなってきてしまいま
した。音楽というのはどうしてもお金がかかります。小さな組織で全てを解決しようというのは難しいです。是非、さいたま市が豊かな音楽にあふれるよ
う、ご助力ください。

僕が、文化や芸術と聞いて想像したのは、一番最初に「見沼通船堀」を思い浮かべました。僕は、「見沼通船堀」を見たことがないので見てみたいです。僕
は、「文化芸術都市」と聞いてそれは、昔からある文化と現代のアート（芸術）的なものが両方あるまちだと思いました。昔からある伝統を大切にして現代
のアート（芸術）的なものをいっぱい取り入れていくと良いと思う。

「彩の国さいたま芸術劇場」などもあるから、そこで、生のオーケストラの演奏や落語などを聞きたいです。理由は、日本の文化を、子どもの頃から学べ
ば、それを広げていけると思ったからです。「彩の国さいたま芸術劇場」などのものをもっと使っていったら良いと思います。

さいたま市の歴史博物館の建設をして多くの人にさいたま市の文化や歴史について知ってもらう。学校の行事でさいたま市のツアーをして現在のさいたま市
をもっと知ってもらう。まちのマンホールをさいたま市ならではのものにデザインすることで文化を身近に感じてもらう。ガードレールをさいたま市の雰囲
気に合わせてアレンジをする。以上の取組をしたらもっと良くなると思う。

・ごみの分別を正しくする。・緑（自然）を増やす。・盆栽を利用した祭り。・イルミネーション。・電柱を道路の下へ。・美術館や文化館を建てて、小・
中学生が校外学習で見学する。・歩道橋をカラフルにする。（ピアノの鍵盤のイラストなど）・道路をきれいにする。・人が集まるところに盆栽を飾る。
（「埼玉スタジアム２〇〇２」など）・ステンドグラス（市内の小・中学生が作る）→区役所のガラスなどに貼る。以上のことをするのはどうだろうか。



２. 読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするには？

提案内容

夏休みに読書感想文の課題がある。そういう機会があったら嫌でも本を読む。そこで、夏休み以外でも読書感想文の課題を定期的に（春休みやGW、冬休み
等）出してみたら良いと思う。そうやってたくさん本を読む機会があると、本の楽しさ、面白さというものを分かってくるのかな…と思う。また、スタンプ
カードみたいなものを作って「10冊読んだら○○をプレゼント！」のような特典があると、なお図書館に本を読みに行く人が増えるのかな…と思う。自分が
いた小学校では、「おすすめの本100選」というものがあって、100冊コンプリートすると校長先生から賞状をもらえるシステムがあった。そういうものを小
学校だけではなく、中学校や高等学校、公立や私立関係なくそういうことをすれば「ほめられたい！！」という人がたくさん本を読むと思う。

まず、図書館を新しい場所にし、それを宣伝したら良くなると思います。また、図書館内を「読書が苦手な人のためのコーナー」等を作って、絵本等を置い
たりするのはどうか？さらに「読書レベル」で、本の難位度を何段階かに分けて、難位度別に本を置いてもどうでしょうか？読み聞かせ会等を定期的に開
き、そこに訪れた子どもが絵本を好きになり、その後、短編小説、小説等と段階をふんで本を好きになるようなプログラムを作るのも良いのでは？最近は
ネットのライトノベルを読む人が多く、その小説版はとても値段が高い。なので、その本等を取り入れるのも良いのではないか？

僕は今まで図書館に興味がなかったが、図書館に行くとたくさんの本があり、本も興味をそそられるようなものであった。そこで、子どもを図書館に来させ
るきっかけがあると良いと思った。例えば、今まで以上に子ども向けの本を増やし、より多くのジャンルの本を置いた図書館を増やすと良いのではとも思っ
た。

さいたまを舞台とした本等を紹介したり、さいたま出身の作家やその作家の本等を紹介すると良いと思う。簡単な本や難しい本等と分けておくと良いと思い
ます。また、セルフの給水機等も用意したら良いと思う。

図書館の中に自習スペースを設けて、その近くに勉強の本等を置いておく。短い読書感想文を書いてくれたら、消しゴム等の景品をあげる。ポスターを作
る。名言をポスターやホームページ、壁等に載せておく。

教科書の一部・一部に色々な本のあらすじや物語を途中まで書き結果が気になるようにし、その本を図書館におく。また、シリーズのうち一、二つほどだけ
学校に置き、残りを図書館で読むようにする。

図書館や図書室におすすめの本とあらすじをのせたポスターを貼ったり、図書館で古くなった本をあげる等をして、もっと本が手に入る機会を多くする。

普段からあまり本を読むことのないような人でも読みやすく面白いと思える本を、本を良く読む人たちから募集しておすすめの本のリストを作ることで、本
の楽しさに触れてもらうことができると思う。また、そうしたことから他の本を読むという機会も増えていくと思う。

学校で１か月に１冊、小説を全て読むという課題を決める。様々なジャンルの本を読むことで自分に合ったジャンルを見つけて、読書が好きになっていくと
思う。授業にも図書館に行く機会を作ると良いと思う。

僕はあまり図書館に行かないわけではないので、図書館に行きたくない人の気持ちは分からないが、「つまらない」という感じや「飽きる」という思いがあ
るのだと思う。漫画等の本も多く増やすべきだと思う。漫画だったら読む人は多いだろうし、図書館に来たいと思う人が増えると思う。また、タブレットや
パソコン等も設置して、調べたいという人も来るようにすれば良いと思う。また、自習室等の場所を設けて静かに本を読みたい人、勉強したい人等用に作る
のも良いかもしれない。１か月に1回ぐらい面白いイベント等を開催したり、司書を子どもに頼んだり…。

図書館にある本の冊数を増やし、苦手な人が読んでみようとした本がすぐ見つかるようにし、図書館に対する印象の改善、向上等を図る。そのためにも、図
書館はもっと存在をアピールしなければいけないと思う。看板をはじめポスター等、積極的に住民たちに宣伝していけば人気が増し、訪れる客が増えるので
はないかと思います。

市内に「図書館で3冊以上本を借りたら、図書カード1000円分プレゼント」というようなポスターを貼る。そうすると本を借りる人が増え、さらにそれでも
らった図書カードで本を読むことができるので、良いサイクルができて本について知ることができると思う。

図書館で本を借りたらスタンプカードに一つスタンプを押し、貯まったスタンプの数に応じて様々な「景品」がもらえるというシステムを作ったら良いと思
います。現代、特に検約家と名高い日本人ならば、ある程度は喰らい付いてくると考えたからです。「景品」は、某人気レジャースポットのチケット等が良
いと思います。

本を小さい時からずっと読んでいれば本が好きになると思うので、小さい子が興味をひきそうなコーナーを作ると良いと思う。本は文章が長いというイメー
ジがあり読む気が失せるが、人気率等を書けば良いと思う。ポイント制にすれば良い。貯まったら景品をもらえるようにする。

苦手な人にも手に取ってもらえるような簡単な本を推薦図書とし、興味がそそられるようなあらすじを書いて、一度本を読んでもらうようにする。

ポイント制にして褒美を出す。例えば、絵本・漫画等を1ポイントにして、小説を3ポイントにする。そして、50ポイント貯まったらお菓子をプレゼント！と
いう風にしたら、子どもがもっと来ると思う。

読書が苦手な人でも目につくところに本の紹介を貼ったり、配ったりしてできるだけ面白そうと思える本を色鮮やかに書いて紹介する。みんながいつもいる
場所（学校の教室・廊下）や使う場所（電車の中・ホーム）等にも本を勧めるものを作る。日常で自然に目につくところに貼ると、もっと良くなると思いま
す。

東京都のある図書館は飲食ＯＫで、しかもとてもきれいであり若者から人気があります。なので、そのように図書館にあるしゃべってはだめとか、飲食禁止
とか、そういうきついしばりをできるだけなくし、また最近はインスタ映え等が若い年齢に広がっているので、インスタ映えしそうなところにしてしまえば
良いと思う。さらに（これはさいたま市では少し難しいかもしれません）最近ゲームをしながら勉強というものや、ゲームをしながら運動というように、
ゲームをしながら～というものが人気なので、ゲームと本を上手く組み合わせれば良いと思う。（本が中心だとやる気がなくなってしまうので、できるだけ
ゲーム中心にするのが良いと思う。）

図書館にＷｉｆｉを設置して、そこでスマートフォンを使えるようにする。そして、そのＷｉｆｉを使うと1分に1回ぐらい「この本がおすすめですよ」って
いう広告で画面に表示するようにする。

１か月ごとに地域の図書館で働く人たちに１冊、読みやすく面白い本を決め入口に置いておく。あるいは、何かしらの賞をもらっている本にはシールを貼っ
ておく。そうすることで、わざわざ本の題名や内容を知らなくてもそのシールを見れば、良い本なのだと分かり本が選びやすくなると思う。

小・中学生が好きそうな本や漫画を積極的に取り入れ、入口の近くに置くと本を借りやすくなると思う。図書館は静かすぎて入りにくい人もいると思うの
で、図書館で本があるところと静かに読む場所を分けて、図書館でも友達と話しながら本を選べるようにする。図書館のＷＥＢ等で、その本の口コミ等を投
こうしたり、図書館にある本はＷＥＢで読めるようにすると、図書館に行かなくても本に触れ合うことができるようにしたら、本を読むことが増えると思
う。

「学校で朝に何十分か時間をとって、自分が選んだ本を読む時間を作り、読んだ本の中で面白い、他の人にも読んでほしいと思った本は、自分の感想や読ん
でもらうための文章を書いて本と一緒にする。→それを見て本を借りた人は、本の感想を書いて返事を書く→これをくり返す」ということをするのが良いと
思いました。

読書が苦手なのは、本を読むことが面白いと思ったことがないからなので、図書館では年代別にどの本が一番良かったか等アンケートをとり、それを提示す
ると読む人が少しでも増えると思う。ベストセラー等は良い本が多いので、その冒頭を紹介して、続きが気になって読みたくなるようにすれば、もっと良く
なると思います。自主的に読むと長続きするので、興味を引くキャッチコピーも使うと良いと思います。

幅広いジャンルの本を出したり、図書館全体をにぎやかにする。そうすれば、みんなの好みに合わせることができるし、図書館に行きづらい人も気軽に行く
ことができる。また、本で何かの賞をとった本は、目立つようにシールを貼る等していけば良いと思う。



小説等を初めから勧めたりせずに、今流行りの漫画を用いて図書館に誘う。小説より漫画の方が難しくないイメージがあるから良いと思う。学習漫画はよく
ない。何故なら小難しいイメージがあるから。「ちはやふる」や「名探偵コナン」、「NARUTO」等、学習とは関係のないような漫画があると良いと思う。と
にかく「学習」と文字だけの本ではない絵本や漫画等でないと、本嫌いな子は本に手が届かないと思った。

本屋で本（漫画等を除く）を買うごとにアンケート用紙を配布し、そのアンケートに３回答えるごとに500円の図書カードをもらえるようにすれば、図書を楽
しんでどんどん読んでくれるようになる。さらにそれでは本屋の利益がなくなるため、2月に１週間等と時期を設けて開催すれば、本屋も利益を得られると思
う。

動画や音声を利用する。（読み上げ等）漫画等で面白いと思わせたところで、本（原作）はもっと面白いよ～と誘導する。色々なジャンルの本をなるべくた
くさんそろえる。別の自治体とも連携して、なるべくたくさんの本を貸せるようにする。ポップやポスター等で、あらすじを紹介する。スタンプラリー等の
イベントを定期的に行う。

私は読書が得意ではないし、たくさんの本を読むこともない。しかし、本を読む動機の１つとして、テレビや映画で観たものを本で読んでみることがあげら
れる。例えば、毎年面白い映画がたくさん作成される。その中で自分が特に気になったものを映画ではなく、本で読んでみるということだ。今年の映画の中
でだと「天気の子」が有名だと思う。また、本だと映画より細やかな表現ができるから、１度本を読んだら違う本も読んでみようと思うかもしれない。

ゲームばかりしている人が多いので、ゲームに関する本等から、評論文や物語文へと読書の道を深めていくべきだと思う。

ポスター等で、苦手な人等読書のレベルによっておすすめの本を紹介したほうが良いと思う。

読書が苦手な人は、文字がたくさんあると読みづらいと思うので、短編で少し絵のある本を紹介する。投票を行ってみんなが好きな本を集め、それの紹介
カードを分かりやすいところに表示する。アンケートをしてもらって、それの結果によって本を紹介する。

読書が苦手な人は、本を読み慣れていないので、最初から身になる本や難しい本を紹介するのではなく、割と簡単で面白い本を紹介したら良いと思う。

月に２・３回、本の楽しさ・本を楽しく読む方法等を、本を読むのが好きな人に発表してもらう。また、ジャンルごとにその年齢にあう本を選び、その本を
積極的に読んでもらえば良いと思う。

自分が読んで面白いと感じた本を友達に教えて、本に触れる機会を作り本を面白いと感じてもらえるようになったタイミングで図書館に誘い、たくさんの本
を無料で借りることができるという図書館の利点を言うことで、多くの人が読書の苦手を感じなくなるのではないか。書店と連携し、年単位や月単位で最も
売れた本ベスト３までを年齢層ごとに分類して出し、読書が苦手な子には自分の年齢より少し下の年齢で最も多く売れた本を勧めることで、苦手な子でも興
味を持ってくれるのではないか。その子の趣味や得意なことを聞くことで、そのジャンルの本を探してあげれば、その子も興味を持ち、そこから多くの本を
読んでくれるのではないか。

校門を通るために図書館に入らなければいけないようにする。月に１回は図書館に行くことを義務にする。１回に借りられる本を多くし、家でたくさん読め
るようにする。色々な種類の本を買う。図書館の本を増やす。本以外のものも置く。

読書が苦手な人でも、その人の好きな分野や作家の本なら読みたくなることがあるので、なるべく大きな図書館に連れて行き、様々な本を紹介する。本が見
つかったら、最初は時間をかけて読んでもらう。そして、新しい本等を目的に毎月図書館に行く約束をしたりすると、本を読む習慣がつくと思います。日頃
の話題で本について触れると、相手ももっと本を読みたくなるので、更に良いと思います。

例えば、本を借りたら１ポイント等とポイント制度を作る。20ポイント貯めれば景品と交換する。そうすれば、図書館に行って本を貸りよう！という気持ち
になるのではないか。他にも、今月のおすすめの本等という紙を配るのも良いと思う。おすすめした理由やその本の魅力等が書いてあると、その本を借りた
いという気持ちになり、図書館に行こう！という気持ちになると思う。

図書館の自習スペースを快適にしたり、イベントを行い図書館の利用客を増やすと良いと思う。また、子どもだけでなく大人や高齢者にも来てもらうために
バザー等を開くと良いと思う。そして、本の苦手な人には本の読書感想文を書くと、図書カード等をプレゼントすることで、市民の人が読書する習慣がつく
のだと思う。

読書が苦手な人向けの本のコーナーを作ったらどうか。読んだ本の数によって、しおり等の景品がもらえるようなシステムにすれば、本を読みたくなると思
う。カフェ・レストラン等を図書館の中、あるいは周辺に作る。漫画・雑誌の本を多くする。静かにしないといけない空間と、騒がしくしても良い空間を作
る。一定の期間内に一定数の本を読まないといけないという「ルール」を作る。携帯でも本が読めるようにする。

今頃の中高生はインターネットを見てる人が多いため、インターネット上のホームページで魅力のある本等を紹介したり、図書館の魅力を伝えた方が良いと
思います。また、最近は「本」を買わなくても「電子書籍」として本が読める。つまりは、インターネットで本が読める時代となりました。図書館は様々な
文献があり憩いの場でもあると思うので、その存在意義は大きいです。ですから、図書館の入口付近に話題の本を置くのはもちろん、図書館の中でどんな本
がどこに置いてあるかを大きいボード等で表示したり、「ゆっくり勉強できる場所」、「日光を浴びて静かに読書できる場所」、「様々な文献がコンピュー
タ等で調べられる場所」を大々的にＰＲし、10代～80代という幅広い世代に見合った本・雑誌・漫画・動画・ＤＶＤ・ＣＤを置くことが大切だと考えます。

本を読むことの大切さをその人に伝えてみてはどうか。例えば、本を読めば国語力がつくし、色々な漢字に出会え自分にとって絶対プラスになる。また、読
書が苦手な理由に字を読むのが面倒臭いという理由があるが、字を読まないと数学も何も始まらないので、頑張ってきてもらうのはどうか。もしくは、本を
何冊以上読んだら何かのクーポンがもらえる制度を作ってみて、図書館に足を運ぶ回数を増やしてもらって、すばらしい本に出会う機会を増やすようにした
らどうか。

まず、読書が苦手な人に趣味や習い事等を聞くアンケートをとる。そして、その解答を元に、その人の趣味・習い事に関する本を少しずつ読ませていき、そ
の人の好きな本の種類を把握する。そのあと、そのジャンルの本を短い文章から読ませていき、最後には長い文章を読めるようにする。そのあと、そのジャ
ンルに似ているものを少しずつ読ませていき、様々なジャンルの本を読めるようになって本を好きになってもらい、図書館にどんどん行ってもらえるように
なってくれるようにすれば、もっと良くなると思う。

１．学校で図書館の案内の手紙をわたす。２．あらすじ、本の題名、著者名と本の画像をＳＮＳや公式ホームページ等を作って、それで発信する。（アプリ
でも可）今ではたくさんの人がスマートフォンを持っていて、何でも調べられるしＳＮＳで色々な情報を見ることができるので良いと思います。そうするこ
とで、たくさんの人がそれを見て気になった本があれば、その本を読むためにより多くの人が図書館を訪れて、本を読んでくれるのではないかと思いまし
た。

読書が好きになるような分かりやすい本を読ませ少しずつ難しい本に変えて次第に読書ができるようにしたり、有名な作品を読ませて物語を理解できるよう
な簡単な説明を行って本の面白さを分かってもらい、そこから論説文を読ませたりすると、もっと良くなると思う。

まず、それぞれの学校の図書館を増やす。（色々なジャンルで）その後、それぞれの学校で「1週間に1冊本を借りよう」と呼び掛ける。しかし、それではま
だ本を読む人は少ないと思うので、登校後に15分間「読書タイム」を設け、みんなが一斉に本を読むことで、読みたくなかった人もある程度本に触れられる
時間が増えるのではないかと思う。また、少し子どもっぽいかもしれないが、それぞれの学校で「本を○冊借りたら、景品をあげる」というように呼び掛け
る。ただし、景品目的で借りたらすぐ返すような人がいるかもしれないので、10行程度の感想を書いて本と一緒に出したら1冊として数えたら良いと思う。

まずは、挿絵の多い文庫小説から勧めると良いと思う。

まず、その友達に漫画を読ませる。もし、その友達がその漫画を気にいって内容を把握できるようになれたら、今度はその友達にその漫画の原作となった小
説を読ませる。きちんと内容を把握していて、なおかつ自分が好きな漫画が元の小説ならば、飽きずに読めると思う。

読書が苦手と言っても、一度本を読ませれば最後まで読みたくなると思うので、学校で毎週１冊は本を読む等の課題を出したら良いと思う。自分の趣味等を
入力して、その人の好みに合った本を教えてくれる機械を導入すれば良いと思う。「本を10冊読むと、図書カードがもらえる」みたいなキャンペーンを行っ
て、家に本を増やしてもらう。学年の勉強する内容ごとに、授業で行うことを本にまとめたものを置くコーナーを作れば良いと思う。

私は、子どもたちを図書館に誘ったりするには、図書館を「友達と一緒に来れる場所」にすると良いと思います。例えば自習ができるスペースを広くし、机
におすすめの本を何冊か置いておいたり、図書館の周りに売店や食事ができるスペースを作ったり、夏祭りや子どもの日等にお祭りをして、子どもが気軽に
遊びに行けるようにする等です。そうすることで、図書館へ上の目的で行き、そのついでに本も読んでもらえるようにすると、たくさんの子どもが本を読ん
でくれると思います。



図書館に本を借りるとポイントがつくポイントカードを作り、ポイントが貯まったら本を勧めるしおりをあげる等の工夫をする。

とにかく自分のおすすめの本を貸して読ませる。興味をそそるようなあらすじの言い方をして本を貸す。映画化予定の作品を読んでみようと言う。

自分がはまった本の名前・作者・感想一言・自分の年齢を書く紙を図書館に来た人に渡し、書いてもらったものを中学校や高等学校・児童センター・市役所
等のたくさんの子どもや親が利用する施設に貼ったら、本に興味を持つ人が増えると思う。

図書館を増やし、行きやすくする。また、カフェ付きの図書館があれば、友達としゃべることのできる環境にありながら、読書をすることができる。つま
り、時間を忘れて本を読むことができると思う。

そういう子でも簡単に読めるような本をおすすめする。最初は自分のペースで良いから１日に何ページ読む等を決める。そうすれば、その動作が習慣的に
なって、苦手だった子も嫌いだった子も本を読むのが当たり前になるんじゃないか。本を読む時間が増えれば、図書館に行く回数もさらに増えると思う。

ポイント等をつけて例えば1，000冊読んだら、ディズニーランド等けっこう高めにポイントをつける。でも、それだと読まずに返す人が出て来ると思いま
す。なので、５～10行くらいの借りた本の感想を出して、1ポイント等とやるのはどうでしょうか？それなら、みんなゲーム感覚でできるし、本も多く読める
と思います。

まずは、原作が映画化されている本を選び、比較的相手が見たことがありそうな本や、好きそうなジャンルの本を勧めてみる。また、私は「ハリー・ポッ
ター」のシリーズに昔からはまっているので、「映画もあるからどう？」という感じで勧めてみる。（私の友達はそれで本にはまった）あとは、文字がだめ
なら少し漫画の入っている本、挿絵がついている本を勧めてみたり、みんなが知ってそうで知らない（代名は知っているけど、内容を詳しくは知らない）本
を勧める。初めて本（文庫本）を読む人には、厚い本を勧めるよりも、薄い本を勧める。あとは、好きなジャンルでも様々な作者の本を読んでもらい、その
ジャンル内での自分の好きな作者を見つけてもらい「他の本も読みたい！」と思ってもらえるようにする。（はじめと似ているが。）「漫画もあるから読ん
でみて」という感じで「漫画があるから本でも読んでみよう」と思ってもらえるように勧めてみる。

私は元々本を読まなかったけれど、友達にこの本を読んでみたら？という誘いを受けて、1冊の本を読んでみたらその本が大好きになり、色々な本を好きにな
りました。なので、映画に出るような有名な話が本になったもの等を読んでみて、その本の面白さを伝えてみることをしたら良いと思います。「この本、１
回読んでみたら？」という自分の実体験を基にした勧め方をすると良いと思いました。

図書館に取り入れてほしい本等をアンケート等に書いてもらい、入荷するようにする。学校の授業でもっと本を読む時間（図書館に行く時間）を増やすよう
にする。本を紹介する等の授業を取り入れる（もう少し多く）。図書館の人や本を紹介したい人がおすすめの本を学校に紹介しに行く。

図書館に誘うには、定期試験の勉強ができる環境が図書館にあることを伝えたら良いと思う。興味のあるキーワードが本の題名にあって、少し読むと面白
かったりするので、読書が苦手な友達が興味を持ちそうな題名を見つけて、その本を勧めたら良いと思う。

面白い本で、かつ読みやすそうな本を紹介し、一緒に図書館へ行こうと誘うのが良いと思う。読書に興味を持ってもらうためにも、映画化された作品を勧め
てみてはどうか。友達の趣味等を聞き、それに合った本を一緒に探してみてはどうか。

まずは、その友達が好きなことや趣味についての小説文や説明文等を勧め、それからどんどん色々な本を勧めていったら良いと思う。図書館にくつろぎなが
ら本を読めるところを作ったら良いと思う。

読書が苦手な中でも、好きな本（漫画等）はあると思うので、その好きな本の内容等に関連している本等から勧める。また、漫画等が好きなら、急に字ばっ
かりの本を勧められても読みたいとは思わないと思うので、はじめは絵やイラストの多めな本から段々と少なめな本へと変えていく。

読書が苦手な友達には「ハリーポッター」等、元々知っていて興味が湧く本を読ませてみて、「本は難しい」という思いをなくして「本は面白いものなん
だ」という思いにさせてみることです。それに、本は調べ学習にも使えるので、「本は便利である」ということも知ってもらえるようにしたいです。そうい
う風に、段々本と触れ合っていくことで、本を身近なものとして感じることができると思います。

誰もが好きなことでないと本気になれないように、誰もが好きな内容の本しか楽しんで読めない。よってまずは、その人の趣味のことについて書いた本を少
し無理にでも読ませれば、すぐに本を読めるようになり、図書館にはもっとたくさんの本があると言って、連れて行くことができる。

その友達の好きそうな本を自分で探して、友達に見せる。気に入れば、誘いに行けば良いと思う。

図書館の中にある意外なものや面白い本等を教えて、興味を抱かせる。

図書館に自分の読んだ本を記録するシステムを造設する。そして、ある程度読んだ柵数が増えたら、商品がもらえるようにする。

自分も読書が好きでないけれど、読むとしたら100ページぐらいの身近な事について書かれている論説文等が良いと思います。理由は100ページは最初はつら
いけどなれれば短いと感じるし、身近に起きている事なので知っている話も多いだろうし、共感できる点も良いと思います。また、小説でも自分と同じ年齢
の子が主人公とかだと面白いと思います。

まずは、小説等ではなくて勉強の漫画や短い文の本等を読んでもらう。それで慣れてきたら、少しずつ長い本を読んでもらう。図書館は皆で行って楽しいと
思えるようなアピールをし、図書館に気軽に行けるような環境を作る。

図書館で中高生の好きな本の種類を増やす。

まずは、読むのが簡単な漫画から勧め、次に絵が少し入った物語の本を勧め、字に慣れてから小説を勧めると良いと思う。

どんな本でも良いから興味のあるものについて書いてある本を読んでもらって、そこからどんどん小説だったりといった難しい本を読ませていく。

読書が苦手な人でも、ゲームやアニメーション等好きなものはあるし、最近の小説とかはゲームが主題の本があったり、アニメーションは大体本から来てる
ものも多いので、本の棚とかに「～のアニメーションが好きな人へ」みたいな項目を作った方が良い。

漫画を読ませる→次に絵の少し入った小説を読ませる→文字ONLYの小説、読ませまくる。

１回勉強等で図書館に誘ったりして、そこでおすすめの本を読んでもらう。

自習室・カフェ・その他学習可能スペースの充実、参考書・辞書エリアの配置。本棚の高さは、子ども用も大人用も一律１メートル～１．５メートル程。自
然光を十分に取り入れ開放的に。駐輪・駐車場。「放課後は図書館！！」みたいになると良い。

友達の興味のあるジャンルの本を勧めると良いと思う。

図書館に行きたくなるような、楽しかったり面白い仕掛けを作ってみたりする。（例えば、本を借りる時の仕組みを、見てて面白いような工夫をすると
か。）本を何冊読んだら～、みたいなものを作る等。

漫画を読むことを進めると、もっと良くなると思う。（理由：漫画を読んだ人は、自然に字を読む習慣がつく他、その漫画に関係のある小説等を読むきっか
けにつながるから。）

まず最初に、誰でも読めそうな本を読ませて感想を聞く。その感想を聞いたら、本を読むことについてのメリットをプレゼンする。本というものは自分だけ
の空想世界に入り込めるし、想像力が豊かになるという利点をプレゼンする。それで、次は本を読みながら空想の世界を広げてもらうことで、本の本当の楽
しさを実感してもらう。

「ページ数が少ないけれど面白い」という本を紹介してあげれば良いと思う。＜紹介の方法＞１．「図書館の人がページ数が少ないけれど面白い」本を20冊
選ぶ。２．本を借りた人にアンケートをお願いする。（20冊のうち１冊、面白いものを選んでもらう）→本を返却するときにアンケート提出３．上位５位を
発表し、内容を紹介するポスターを紹介する。



図書館に重いイメージがあるので、気軽に行けるイメージを作る。→子どもの頃から子どもが一緒に親と図書館に行くようにする。（子どもが行きやすくす
る。）

その人にあった本を探して、その本を１度自分で読んでから、その人に読んでもらって２週間後ぐらいにその人に面白かったか聞いてみて、その後図書館に
誘ってみる。

①その人が好きな映画や漫画、アニメーション等の原作や関連した小説を勧める。②同じジャンルや自分の好きな本等も勧めてみる。

本を読む習慣がない人や本を読むことがあまり好きでない人に本を読んでもらうためには、その人たちが好きな分野のことがこと細かに書いてあったり、漫
画みたいに面白おかしく書いてあったりした本を勧めれば、それらの本を読みはじめていって、もっと本に関心を持つと思う。

本を好きになってもらうことが必要だと思う。そのためにはまず、その子と一緒に同じシリーズの本を読んで、感想を言いあったり、絵本等の比較的読みや
すい本を読むことが大切だと思う。あと、普段の生活や性格から、その子に合いそうな本を自分が選んであげることが必要だと思う。中高生の読書の習慣に
ついては、「朝の読書タイム」みたいなものを作ってもらう。そこで本と触れ合うことによって、本が嫌いではなくなるのではないでしょうか？

おすすめの年代に向けて本を置くコーナーを作る。（10代・20代・30代…等）漫画の小説版等を勧めて、そこから本を読むようにさせる。図書館の外に休憩
スペース（カフェテリアのような）を作って、そこで友達と話しながら本を読んだりできるようにする。

「何冊読書をしたら」や「何分読書をしたら」何か好きなことしてあげたり、何か買ってあげたりする。といったことをして、読書をするにつれて、面白い
本や興味深い本等を見つけ、自分から読書をするようになると思います。一人ひとりが好きな本を見つけたり、好きな作者を見つけたりすることで、図書館
に行く回数や本を読む回数が増えると思います。

ポイントカードを作る。図書館で読んだ本（漫画・雑誌以外）の冊数によってポイントが貯まり、ポイントがある上限にいったら、文房具を景品としてあげ
るという制度を作ったらどうか。

例えばだけど…、アニメーションや漫画になっている本のコーナーを作る。→まずは自分の好きな話等から入ったほうが良いと思ったから。図書館の利用時
間に応じてポイントをつける。ポイントが貯まるほど良い景品と交換できる。→図書館に行く楽しみができるから。学校で本を読む時間を作る。→最初はい
やいやでも、読めば夢中になることが多いから。

友達が好きなものについての本を紹介したり、自分が読んで面白かった本のあらすじを紹介したりすると良いと思う。

私が小学校の時にあったのは、ビンゴで例えばファンタジー・冒険系等９つのコマがあり、その本を借りるとそこにスタンプがつき景品がもらえました。
（私のとこは図書委員作のしおりでしたが、中高生もそういうしおりがほしいのか分からないので、工夫する必要があるかな、と思います）おすすめの本等
のあらすじや挿絵等をかいて紹介した紙がよく図書館の中にあるのですが、そもそも図書館に入らない人もいるので、各クラスに印刷して配るのも良いかな
と思います。

あらすじを話したり、物語のクライマックス手前まで話して、興味を持たせたらもっと良くなると思う。漫画等であらすじを書いて、興味を持たせたらどう
か。

図書館の入口や目立つところに、おすすめの本や話題になっている本の他に、子どもが気軽に続めそうな学習漫画等を並べておいて、子どもの関心を集め
る。図書館の入口か周辺で、本に関する子どもが関心を持ちそうなイベントを開く。

自習スペースをもっと増やすべき。時々、日曜日に行くと席が埋まっているから。席が空いてたら勉強をやりに行けるし、ついでに本を借りようと思う。

その人にあった本を見つけて、その人に渡す。

図書館で～時間、勉強したら遊ぼうよといって、一緒に行く。

苦手な人には「読書は楽しいし、ためになる」ということを分かってもらうのが良いと思う。それを分かってもらうためには、読書が好きな人が楽しい本や
簡単に読める本の紹介をみんなの前でしたり、紙に書いて見えるところに貼っておいたりする等のイベントを行い、それに多くの人に参加をしてもらう。

試し続みができるビラを配る。（一番、面白い場面の直前で切る）

月曜日の朝に読書をする時間を設ける。ポスターを作る。

図書館の中に本以外にもまず、色々置いてあるスペース、例えば、パズルやルービックキューブや中学校・高等学校なら勉強スペース等を作れば良くなると
思う。他には、インターネットにはなくて図書館にはある物や本を置けば、それを求める人たちが来ると思う。そして、その近くに年齢ごとのおすすめの本
を置けば、段々そっちの方に目が向いてきて、まずそのものに関する本から読んで、段々かつ字の本に向いてくれると思う。ただ、しすぎてしまうと、元々
図書館に来ていた人が来にくくなる可能性があるので、完全な図書館ゾーン、具体的にはそのようなもの等がなく、本しかないスペースを作れば良い。簡単
に説明すると、それぞれのスペースを作れば問題ないと思う。

静かにするスペース以外に、軽食スペースや友達とワイワイできるスペース→ラウンジを作る。館内にＷｉｆｉを設置する。→インターネット学習が可能に
なる。検索方法を本＋ａにする。カフェ・自動販売機をラウンジに設置。趣味分野の本を多く置く。教科書・準拠を利用できるようにする。の５つの方法の
ように、友達と遊べる・しゃべれる・休憩できるスペースを作って、図書館の暗い雰囲気を変えれば良いと思う。図書館は「本を買わなくても読める」こと
が利点なので、より広い分野の本を置けば、利用者が増えると思う。

スーパーマーケットや色々なお店等色々な施設や、フリーＷｉｆｉ、コンセントも完備して、色々な人が気軽に行けるようにする。あと、食べたり飲んだり
しながら本を読める施設を作る。

図書館の一部を古本屋にして、売り買いできるようにしたら、ついでに本を借りるようになると思った。何冊か借りたら、ティッシュやペンがもらえるよう
にする。

例えば、ポスターを貼る。→ポスターには、おすすめの本や図書館の良いところ（静かで集中しやすい）等を書く。自分と一緒に図書館に行って、「この本
～だから面白いよ！読んでみたら」とその本をパラパラ見せて、内容を少し説明したりする。→友達は本を好きになって、友達が自分に「この前の本、面白
かった！今日一緒に図書館行かない？」と言ってくれる。

さいたま市のどの中学校も「ビブリオバトル」を行い、本に興味を持ってもらう。全校生徒で借りた本の数と本の内容が良かった人を表賞して、新しい本を
１冊プレゼントする。一人ひとりの家に１冊本を配布して、読書感想文を書かせる。

いくらか本を借りたら、好きな本を１冊プレゼントする。

さいたま市にもっと図書館を増やして、市民に本を親しみやすくしたら、自然に人がたくさん来ると思います。

ドラマや映画等、メディア化した本をそろえるようにする。本の中の分かりにくい表現等を簡単に調べられるようにする。

本に出てくる1場面を漫画にして壁に貼る。学校ごとに朝、読書する時間を作る。入口の近くに、話題の映画やドラマの小説を置く。

図書館に漫画を置いて、本に興味を持ってもらう。ジュースとかコーヒーを無料で飲めるようにする。100冊読んだら、図書カードプレゼントみたいにする。

図書館の近くに公園を作って、子どもがすぐ来れるようにすれば、疲れた時に本を読めるような空間を作る。

まずは、字のでかい本を勧めて、次に絵がある小説を読ませて、段々本が読めるようにする。毎日図書館に行く習慣をつける。

例えば、読書が苦手な友達がアニメーションや映画が好きだとしたら、そのアニメーションや映画の小説を探して読んでみるのをおすすめしたり、文字がた
くさん書いてある本を読むのが苦手な人は、文字の中に少し漫画が入っているものを読んだりしたりすれば良いと思う。



図書館で本を貸した回数、期間を記録した図書カードをプレゼントしたり、本を貸したらスタンプをもらえたりしたほうが良いと思います。また、ただ単に
スタンプラリーではなく、期間限定にした方が良いと思います。文章をきりの悪いところで切らせて、読みたくする（結末を）。

自分で書物を読むのが苦手なら、もっと読み聞かせをする機会を作ったら良いと思う。

本を何冊か読むと、お金や図書カード、本１冊等プレゼントをして、本を読ませる。

10冊借りて、読んだら図書カード500円分のプレゼント。歴史漫画等の気楽に読めるものを増やす。

読んだ本の本数に対して、○○○冊以上読むと図書カードプレゼントみたいな感じはどうか。

ポイントカードを作って、１冊ずつ読書感想文を「一言コメント！」みたいなものを書いてもらって、○冊以上読んだら、埼玉県民のマスコットキャラク
ターである「コバトン」のキーホルダーを景品として送る。

私は、結構本を読むのが好きだけれど、みんながそういうわけじゃないから、例えば1か月に10冊以上本を読んで感想も書けたら、図書カードをプレゼントし
たり、漫画や芸能人雑誌、写真集、新聞等幅広い年代の人から愛されるような本をたくさんおいたら良いと思います。図書カードが配れなくても、何か子ど
もが喜びそうなものをプレゼントすれば良いと思います。

１週間に１回以上、図書館へ行かないといけないという、さいたま市の条例を作る。１回図書館へ行ったら、１つハンコをもらえるという、スタンプカード
を作って、１年間で50個以上留まったら、カラーペンがもらえるみたいなのをやったり、ハロウィンやクリスマス等のイベントを図書館でやる。夜に図書館
内でお化け屋敷とか、イルミネーションとか日替わりでやる。図書館へ行ったら、ジュースをもらえる。（お金とか、お菓子とか）

その読書が苦手な友達の趣味や思考にあった本を紹介して、その本に関係した内容の本を紹介してというのを繰り返していく。

まち等に本の紹介のポスターを貼ったりして、本への興味・感心を高めることができれば、本を読む人が増えると思う。

１冊ごとに1ポイント貯まるカードを作って、100冊読んだら好きな本１冊、プレゼントするのはどうだろうか。

図書館に1つの話だけでも、難しい大人向けの本、絵や写真が入った子ども向けの本、漫画等色々な種類を用意して、読書が苦手でも読みやすい種類の本がた
くさん置いてある場所の紹介ポスターを貼ったり、イベントを行ったりすると良いと思う。

全員のスマートフォンに本を検索するアプリを入れて、本を借りるときに、今自分の読みたい本の条件等を入力して、その本を教えてくれるものを作る。そ
して、読んだ本についての感想を書いて、その感想を書いた冊数によって図書カードをプレゼントする。→で書いた感想は、本を検索した時に出るコメント
としても使う。

読書が苦手な人は、そもそも自ら本を読もうとしないので、市が２、３か月に１回本を配布し、その本の短い感想文を書いてもらう。まずは、２週間に１冊
読む等の目標を立てて、達成できるようにする。

本を読まない人は、本の面白さを知らない人なのだと思う。だから図書館に、ある本の中の風景を造ったりして、来た人が「面白いな」と思えるようにした
ら良いと思う。

何か月かに１回、読書の日みたいなのを作る。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするには、まず簡単な漫画を読んでもらい、その漫画の小説を読んでもらい、その次に同じ作者の本を読
んでもらい、本に慣れてもらう。そして、そこから同じジャンルの本を読んでもらい、そこからジャンルを変えていって本を読めるようにしてもらう。

図書館に漫画をおく。図書館にうるさくしても良いスペースと（私語ＯＫのスペース）静かにしなくてはいけないスペースを作る。本の紹介映像を作る。条
件に合った本が出てくるシステムを作る。電子書籍のコーナーを作る。

１冊借りるごとにポイントが貯まり、商品がもらえたりクーポン券がもらえる。

１週間で30冊以上50冊未満の人は、ちょっとした物（マーカー等）。50冊以上70冊未満の人は、シャーペン等の30冊以上の人よりも少し価値を高くして段階
をつける。また、年に合わせて本のレベルを決め、その本に限りそのポイントがつく。

図書館で色々なイベント、例えば面白い本を紹介する等のイベントを行い、図書館に来るきっかけを作ってもらい、本をどんどん借りてもらうとすれば良い
と思う。

図書館へ行き本を10冊読むと、図書カードをもらえる仕組みを作る。

行きたくなるような楽しい工夫をする。お菓子を配る。

読書のおかげでこうなったみたいな体験談を語ることで、読書のメリットを知ってもらうことや、読書に関する事の効果を知ってもらえば良いと思います。

１冊の本の文字を大きくしたらどうか。テレビで放送しているものを小説にしたらどうか。

読書の楽しさ等を呼び掛ける。講演を学校で行って、学校全体に呼び掛ける。

最初は本の文を読むんじゃなくて、その本の内容を知ってもらい、それによって興味が湧くと思うから、そこで紙芝居等して、それによってさらに興味が湧
き、それで本を読んだらさらに興味が湧き、他の本を読みたくなっていくと思うため、そうするともっと良くなると思う。

定期試験で国語（現代文・古文共に）の教科書に出てくる本をさらにアピールしていけば、良くなると思う。

本をたくさん読むと、その読んだ冊数に応じて景品がもらえたりするキャンペーンを行う。有名な映画やアニメーション、作品等読んでいて読みやすく楽し
い本を置く。

読書が苦手な人にはまず、他の事で好きなものがあるかを聞いて、それに合ったジャンルの本を紹介するという風にすると、本に興味を持ってくれて、次第
に本を好きになったり、たくさん読んでくれるようになったりすると思う。字がそもそも苦手だ、嫌いだという人には、字が少ない絵本や漫画等をまず勧め
て、本の面白さを知ってもらうと少しずつでも苦手を克服してくれて、色々な作品に興味を持ってもらえるようになると思う。

学習漫画や物語から、勧めれば良いと思う。それで、友達に段々と読書の面白さを知ってもらう。

読書が苦手な人も読める手軽な簡単な本がある場所を設けて、その本を読んで読書に興味を持たせるという仕組みをしたらどうか。おすすめの本のポスター
等を貼ることをしたらどうか。

図書館とカフェを合わせたり、本だけでなく、くつろげる場所にする。他にも、漫画の最新刊・最新号を並べておけば、皆利用すると思う。図書館に入りや
すいように考える。

様々なジャンルの本を置く。道等に本の宣伝等の看板を置く。表紙だけで引き付けられるようなインパクトのあるフレーズを入れる。本に〇歳向けのよう
に、どの年齢を対象にしているのか等をアピールする。道端で、出張図書館のような出店のようなものを作ってみたら良いと思う。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったりするには、まずその友達の好きなものを聞いて、それを主題とした本を探して、その友達と一緒に行けば良いと思う。
それか、まだ本までいかなくとも、漫画を勧めたりするのはどうだろうか。漫画が好きだったら、必ず図書館に行きたいと思ってくると思う。（自分がそう
だから）やはり、人間は自分の好きなものでないと、嫌になってしまうことが多々ある。それを分かった上で、図書館に誘うのは難しいことではあるが、上
に書いた通りにするのが一番良いと思う。



図書館の前におすすめの本のあらすじを少し書き、通った人の気をひく。

その年代に人気の本をまとめておいておくことによって、複数の興味のある本に気がつくので、また来て読んでみたくなると思う。背表紙やカバーを工夫す
ることによって、興味を引くような本が多くなると思う。シリーズを大きく宣伝することによって、何回も来てくれると思う。

今の世代の子どもは、紙媒体ではなく電気媒体に依存しているため、活字の魅力が分からないと考えたので、ゲーム形式で「～冊の本読めたら、～ポイント
もらえるよ。」みたいな感じで、特典つきで読書させ習慣をつける方法や、電子媒体の本を作りアニメーションみたいな感じにし興味を湧かせ、どんどん活
字になれさせたら良いと思います。

読書が苦手・嫌いという人にも本に親しんでもらうために、読みやすいもしくは簡単で興味を引きそうな本を置くと良いと思う。

その人の興味あるテーマを探すために「ビブリオバトル」を行い、読書への関心を高めたらどうか。

そもそも図書館は少し入りにくい雰囲気があるから、まずは見た目（若い人が好みそうで、かつ高齢者の人も入りやすそう）を変えた方が良いと思う。ま
た、一緒にカフェ等もおいて、気軽に入れるようにしたら良いと思う。その他にも、図書館カード（ポイントカード）のようなものを作り、「20回来たらし
おりをプレゼント！」とか「100冊読んだらブックカバーを１つプレゼント！」等の賞品も作ってみたら良いと思う。

誰でも知っている話を一緒に読んでみる。漫画でも何でも良いから、とりあえず読むことに挑戦する。演劇等活字ではない状態で頭に入ってくるものを見
て、興味を持たせる。

最初から小説等の本を勧めるのではなく、誰もが読みやすい本から勧めてみるのはどうか。学校では、週に１回朝にみんなが読書をする習慣をつけるように
すると良いと思う。図書館は学生専用のスペースを作って、小学生とは別の空間をとるのが良いと思う。（みんなが使えるスペースと、学生用のスペー
ス）。学校も朝だけではなく、昼休み等少し長めの休み時間に週１回みんなで読書をするのも良いと思う。

本があまり好きでない人は、字がたくさんあると嫌になってしまうというところや、絵がないと内容が理解できないという気持ちからだと思う。なので、最
初は字が大きめの本や挿絵がある本、そして実写化されたものを小説として読んでみるということをしたら良いと思う。私が特に良いと思うのは、実写化し
たものを読むということである。何故なら１度映画でやっているので、すぐに本の中に入りこみやすいと思う。なので、最初からジャンルを指定せず、好き
なものを読めば、自然とどんなものでも読めるようになる。

学校で「朝の時間」を設け、「朝の時間」の間は漫画を読むのではなく、必ず本を読むようにする。→本が苦手な人も少しずつ興味を持ってくれるのではな
いかと思う。

苦手な友達の好きなキャラクターや習い事、部活等の少しでも興味を持っていることに関連する本をまずは勧めて、読書の楽しさを教えてあげれば良いと思
う。

まずは、相手の好きなジャンルの本を聞き、勧めてみる。そして、その本は図書館にたくさんあるよ等と良い、図書館に誘う。まずは、読みやすい漫画等か
ら勧めていく。

本には色々な種類があることを教え、漫画のように絵が多めの本を勧める。そこから本は楽しいことを知ってもらい、色々なジャンルにも手を出してもら
う。もし、それでも本に興味を持ってもらえない場合は、占い本や図鑑、短編漫画等でも良いので、とりあえず本を勧める。いつかその人が小説等に興味を
持ってくれると信じる。

図書館で本を使ったゲームやイベント等を行えば良いと思います。また、授業で小説を読んでみるのも良いと思います。

今やっている映画やドラマ等の原作の小説、漫画をおく。小説は何冊も同じものをおいた方が良いと思う。図書館をきれいにする。本に要点をまとめてある
帯を作ってつける。

読み聞かせ等をして、本の楽しさをみんなに伝えたり。最初はページ数が少なくても良いが、それを継続させること。また、小さい頃からたくさんの本を読
み聞かせたりすることで、どんどんそれが習慣化していくと思う。

今、何が悩んでいることや、取り組んでいることについて書いてある本を読むように言う。何故なら、人によって好きな本は違うので、限定できる本の種類
はないけど、アドバイス等が載っている本なら、今一番したいことや取り組んでいることは自分で分かっていると思うので、本が決まるから。あとは、色々
なジャンルの本の代表作の試し読みを作って、それを読んでどのジャンルが一番面白かったか決めてもらって、そこからその好きなジャンルから本を選べ
ば、どんどん本を面白く思ってくれて、好きになってくれると思う。

本が映画になってるものを見せて、その本を読ませる。

本を読むとたくさん知ってることが増えるので、たくさん本を読んだ方が良いと思います。本が苦手な人は、まずは漫画から読んだ方が良いと思います。漫
画から読めば、本も好きになってくるかもしれないと思います。

ふりがなや字を大きくしたり、片方のページに絵をつけたりして読みやすくする。

読書が苦手の人のために、本を読んだら１ポイントのようにポイントカードを設けて、一定のポイントが貯まったら、何かプレゼントをしてあげる。

まずは、図書館に漫画がいっぱいあると言って誘っていく。そして、他の本を見せてやる。そして、ずっと誘ってやる。そして、図書館を愛させる。

今、話題になっている映画の本等を多く仕入れて、図書館には面白い本がたくさんあることをアピールする。図書館にある固いイメージを壊すために、少し
漫画や雑誌等を入れる。日本語が読めない人たちのために、英語等の本を入れる。

図書館等に幅広い本を置き、長期休暇の時の宿題に読書感想文を入れて、その紹介された本に対して、詳しく調べる時間を作る。

例えば友達に今何にハマっているか聞いて、そのハマっているものに関わっている本を勧めたら、本を読むことが好きになるかもしれません。ですので、興
味等を聞けば良いと思います。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするには、図書館にはどのような本があるのかを教えたり、自分が面白いと思った本を教えてあげるべき
だと思う。

読み聞かせをして、本が面白いことを教えて、漫画や絵本や小説をたくさん読める環境を作る。面白い本や漫画本をもっと入荷する。

最初は昔話等、軽く頭に入る小さな本を見て、日に日に長編等に増やしていく。漫画はNG。

「ビブリオバトル」を開催する。漫画を入荷する。フリーＷｉｆｉを設置する。読み聞かせをする。子どもが興味を持っている本を導入する。

まずは、本ではなく漫画を読ませる。その人の好きな事・動物・科目等を聞き、それにあった本を探し、読ませてみる。漫画をたくさん導入する。

この本の魅力について語る。また、それをやる。

読書が苦手な人は、読む途中に休憩をする等したら良いと思う。

図書館で授業をする。

本を読むと知識量が増えるよ。本を読むと国語の文章読解につながるよ。読みやすい本もあるから少しずつ読もう。

図書館自体をポイントカード制にして、○冊借りたら○ポイントという風にし、☆ポイントためたら特典！みたいなことを取り入れれば、もっとより良くな
ると思います。



「一緒に私の読みたそうな本を探して」を図書館に呼んで、自分の好きな本をみつけたら「これ面白いから読んでみて」と強引に読ませたり、普通に「この
本読んでみて」と勧めたりすれば良いと思う。

例えば、面白い映画やテレビ等を友達におすすめしてみてもらって、そこから本を読んでもらえるようにたくさんその作品についてお話して、さらにその作
者さんの本をおすすめして読んでもらって、その後、本の良いところを語る。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするには、漫画やライトノベルや絵本等、自分の趣味の本や読みやすいもの等を図書館にたくさん置い
て、そういう本から読み始めてみると良いと思う。

文庫本等、最初は文字しかなくて難しいものではなく、絵があったり、短編集等読みやすいものにする！！

読書が苦手な人でも読みやすい本をなるべく並べる。例えば、はやっているアニメーションや映画等の本を並べれば、読書が苦手でも少し興味が出ると思い
ました。そこからどんどん本にはまると思います。

「おすすめな本」というコーナーを作ったらどうか。図書館のトイレがきれいとか、本が読みやすい状態を作ったりするのはどうか。図書館の上にプラネタ
リウムや水族館を作ってみるのも良いと思う。

簡単で面白い本を先に読んでみてほしいと言って渡すと、もっと良くなると思います。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするには？図書館に行くことで特別な特典をつけたり、図書館に多くの本をそろえることで、自分が読み
たい本や友達が読みたい本が増えると思います。また、図書館でイベント等を行うことで、図書館への関心を寄せることができると思います。

図書館にあまり行かない人には、図書館には文章だけの本だけじゃなく、漫画や映画があるっていうことを教えれば、図書館にはたくさんの魅力がつまって
いることが分かると思うので、図書館の魅力・長所・短所をアピールしていけば良いと思います。

例えば、本の面白さを伝えるために、実際に図書館に行ったり、勧めたりしたらどうか。まずは、読みやすい本を探して読んでみたり、その図書館のおすす
め本を読んだりすると良くなると思う。

読書をまず好きになってもらえるように、その本についての魅力についてその人に語る。図書館に誘うのは、遊びに行った後とかに「一緒に行こ―」みたい
な感じで言って誘う。

自分が１番気に入っている本や、友達の好きなジャンルの本を１冊友達に紹介する。そこで、友達に本の面白さを教えてあげて、一緒に本を選んであげる。
初めが１番大事！だから、放課後等に時間を決めて一緒に行くようにする。例えば、先生に相談してクラスでの時間を作ってもらい、みんなで好きな本を紹
介し合うというのも良いと思う。それを聞いたことで、本が好きになってもらえれば、十分だ。本が嫌いな子こそ図書館という空間が嫌でたまらない。そこ
を優しく支えてあげるのが友達だと思う！！

まず、読書をするのが苦手っていうのは、活字を読むのが苦手な場合や、物語文だと登場人物の感情を考えるのが苦手、情景を思い浮べるのが苦手だから、
ただ単に文字を読む作業になってしまいつまらない等、個々で理由が違うと思うので、その理由をきちんと苦手な人に聞いてみて、理由が分かったら、例え
ば上の例なら、活字が苦手な人や感情を考えるのが苦手な人には、より想像しやすく、読みやすい会話文が多い文章や挿絵の入った本を勧めてみたり、その
人に合ったものを勧めてみたら良いと思う。あと、自分でおすすめの本を探せるように、苦手理由等を応用して、２択とかで進んでいけるあみだくじ的なも
のを設置してみれば、本を見つける楽しみがあるんじゃないかなーと思う。

来館したら図書カードをもらえるようなシステムを作る。図書カードでなくても「来れば何かもらえる」という状態になると良いと思う。また、月一程度
で、誰でも参加可能な「ビブリオバトル」を開く。図書館司書さんのビブリオは誰でも気になると思うし、子どもは自分の気に入った本は周囲に伝えたくな
ると思う。学習中の学生は、休憩と称して観客になれば、だいぶ楽しくなると思う。これもビブリオでなくても「静かにする必要がない」という状態になる
と良いと思う。あとは、「学生のための朗読会」を開く。朗読会というと子どものイメージがあるが、学生が開く学生のための会なら慣れ親しみやすいと思
う。

市で毎週・毎月で「最も面白かった本」「最も売れた本」「最も感動した本」等を発表し、それを押し出すことで、世論としてこの本は読むべき、もっと言
えば読まなきゃだめだよねという風潮を作ることで、半強制的に本に触れるようにすれば、知り合い同士でも本を勧めたり、誘ったりしやすくなるのではな
いでしょうか。（流行りみたいな感じ、流行語大賞くらい大々的に言えば、流れは生まれるのではないかと思います。）

その友達が好きなアニメーション等があったら、その小説を誘めて視野を広げ、他の本も好きになってもらったら良いと思う。国語の教科書ででてきた作者
の本を図書館で見つけて、それを読んだら良いと思う。自分が特に面白いと思った本を紹介する時間を設けて、相手が興味を引くような紹介の仕方を考える
と良いと思う。図書館でイベントを行って、友達をそこに誘うと良いと思う。

前提として、本当に読書が苦手な友達を、無理矢理図書館に連れていくのは、無駄だと思う。しかし、本を読もうともせずに「読書が嫌い」と言っている友
達は、図書館に連れていく必要がある。最初は「漫画を読みに行く」、「映画を見に行く」、「勉強をしに行く」等何でも良い。まずは図書館に慣れさせ
る。その後、ファンタジーの物や字が大きい文庫のものをそれとなく読ませる。ここでも本嫌いが直らないならば、本を通して心を豊かにしたり、知識を広
げたりすることはできないので、冒頭でも言ったように図書館へ誘うのは無駄である。

毎日「マジで面白い」みたいな感じで、友達に言って「そんなに面白いなら読んでみようかな」という気にさせる。自分が本を借りる、または返す時に付き
合ってもらい、あえて長居することで、近くに飾ってある本を手に取ってもらい、興味をもってもらえるようにする。その本は、芸能人の～も好きみたいと
いう風に宣伝する。その子の周りで、面白い本について他の友達と話し、聞いてもらう。最初はその子の好きなアニメーション等が小説化してあるのを多く
勧める。アニメーションやドラマ原作の本、あと表紙でひきつけられるような本を多く、棚の上に飾る。

文字が少なかったり、絵がたくさんあったりする本から複雑すぎない本を勧めてあげる。実写化された本等読みやすいと思う。図書館には、たくさんの種類
の本があることを示す。誘いたい子に「この本を読んだから、自分は頭が良くなったんだ」としつこくならないよう軽く自慢する。誕生日プレゼントを毎年
本にする。本を渡したあとに、ゆったりとしたカフェとかに連行し、読みやすい雰囲気を作る。

読書が苦手ならば、まずは読書の面白さを分かってもらうために、１冊面白くて、読書が好きになるような本を勧めてみれば良いと思う。何か１冊でも面白
かった本があるだけで、もっと本を読みたくなるのではないかと思う。でも、そのためには本を上手く勧めることが大切だと思う。友達に本の魅力を伝える
ためには、勧める自分自身ももっとその本を好きにならないといけないと思う。また、相手の興味をひくような紹介をすれば、読んでくれると思う。

読書が苦手な人にも、もちろん趣味はあると思います。その趣味に関する本を勧めます。すると、多少でも興味を持ち、図書館には行きます。そこで図書館
には色々な本があります。難易度が高いもの、低いもの、専門的な用語が使われているもの、いないものです。誘う人に依りますが、難易度を低いものを勧
めます。そして、本を借りて本を読みだすでしょう。もし読まないのであれば、毎週図書館に行きます。そのために図書館に行った後、ゲーム会を開き、図
書館に行く機会を多くしましょう。

相手の趣味とか漫画なら読めるという子なら、その好きな漫画のジャンルを知った上で、相手の興味をそそりそうな本の話をしてみる。例えば、ホラー映画
が好きな子だったら「図書館に都市伝説が載ってる本を見つけたのだけど、一緒に行かない？」等、無理やり興味のない本を押し付けるのではなく、相手の
好きなものに添って誘ったら良いと思う。また、学校でも「本を月に○冊読んだら○○がもらえる」等といったイベントをすることによって、本を読もうと
する人が増えると思う。その本を読んだ感想等も書くことによって、文を作る力もつくので良いと思う。

文化祭でやっているようなビブリオ大会の見学に誘って、本の紹介が上手い人のスピーチを聞いて、１つでも良いから興味を持ってもらう。その人の趣味に
合った本を勧める。その人が好きな芸能人等が書いた本があれば、それをアピールして勧める。読みやすい短編小説やライトノベル等から読んでみるよう勧
める。なんなら漫画から読ませるのも全然アリだと思う！！

相手の好きそうな話題の本、短いけど面白い本を選んで勧めてみる。自分が本を借りたり返したりする時に、その友達を誘って一緒に図書館に行く。読書が
苦手である理由は、自分の好きな本が上手く見つけられないからだと思う。図書館には小説以外にも様々なタイプの本があるので、それらの本に触れる機会
が増えれば、少しは本に関心を持つと思う。



本が好きな人は積極的じゃない人が多いと思うので、先生がその人たちに本の紹介をさせたり、今日はこの人みたいに毎日１人ずつ本の紹介をしていく等が
良いと思う。他には、読んだ本を一言紹介を書いて提出する読書カードや、毎日教科書を読んでもらえるように音読カードを作ってみるとか、読書が苦手な
友達には帰り道や学校で、「空想科学読本」みたいに面白い本を一緒に読んだり、図書館に行って一緒に本を選んでもらったりして、色々な本のジャンルを
知ってもらうことで、その友達が１人で図書館に行くことが増えて、読書をするかもしれない。あと、月間で読書量が多い人を表彰する。

図書館はつまらないと考えている人がたくさんいます。それは、さいたま市だけではありません。私は熊谷市民ですが、熊谷図書館の他に大宮の巨大な図書
館に友達と行ったことがあります。しかし、その大宮の図書館は全然面白くないです。子ども（０～18歳のことですよね。）の「楽しさ」は、図書館の外見
からはじまります。そもそも駅から遠いのが嫌ですが、外見が楽しそうでないです。館内は本当に楽しくて良いのに残念です。①楽しくしましょう。内外と
もに。②もしできるのなら駅近に。③私たち子どもも、友達に本をよく勧めます。

好きな本・小説だけでなく、図鑑や雑誌等をはじめに勧めるのが良いと思う。やはり最初に長くて難しい本を勧められても、読む気や興味がなくなるが、自
分の好きな分野等の本を勧め、段々と活字に慣れていくというのが望ましいと思う。関連して、その好きな本を気軽にリクエストしたり調べられる仕組みが
あると良いと思う。また、単に読書を勧めるのではなく、自習等の名目で図書館に誘った方が気軽に図書館に行けると思う。関連して、自習に便利なシステ
ムがあると、誘いやすいのではないだろうか。

まず、小説とかじゃなくて、漫画から読みはじめれば良いと思う。字が多くて読む気にならなかったりしますが、漫画だと絵が多く字も少ないため、読みや
すいと思う。そこから段々字が多い本にすれば良いと思う。もう一つの方法は、友達が好きなことについての本を勧める。ゲームが好きだったらゲームの
本、スポーツが好きだったらスポーツの本、車が好きだったら車の本を勧めたら、読んでくれると思う。

自分が好きな本を友達に勧める。その時に、どこがどう面白くて何故好きなのかという、その作品への「熱」を伝えることで、「そんなに言うなら読んでみ
ようかな…。」と思わせることが大事だと思う。また、その作品を読んだ後、その子とどこがどう良かったか、自分はどのシーンが好きか等を話すことで、
その子と共感でき、また読書をしてみようかなと思ってもらえるようにする。

読書が苦手でも、その子の趣味や部活との関わりを持つ本から勧めるようにして、最初は字がびっしりと書いてある本ではなく、写真や絵が多くあり、内容
を簡単に理解できるような本からでも読んでみることを勧める。そして、具体的に自分が本を読んだことによって得られた、良い点でも悪い点でも正直に伝
えるようにする。本には、文字が多くあり内容が深い、論説が多くあると思っている人もいるが、小説では現実と近いものからかけ離れているものまである
ので、悩み事等が解決されるかもしれないということを伝えてみる。図書館に行くと心が落ち着くので、一人が良いという人にもおすすめだと教えてみたら
どうか。

読書は豊かな人間形成にとても有効的な手段であり、また人の心を動かすことができるということを伝え、また読書をしないと国語（特に読解）の成績が下
がってしまうことも伝えれば、本を読む習慣がない人でも本を読もうと思えるようになると思う。（僕もそうでした）。また「本を１冊借りるごとにスタン
プが１個もらえて、10個貯まるとオリジナルのしおりがもらえる」等といったスタンプカードを作れば、みんなが図書館を「もっと利用したい！」と思える
ようになると思う。

友達が面白がって趣味と合う読みそうな本を渡してみる。まずは漫画本から読んでみたらどうかと読書を促す。映画になった本を勧め、本を読むとより人の
心情の動きが伝わる等とアドバイスをする。一緒に図書館に行って「この本、とても面白いから読んでみて！」とか「○○さんという作家の本は読みやす
い」等と、本と親しみやすい環境を与える。絵が多めの本を勧める。

自分が気に入った本を友達に勧めることができる、「ビブリオバトル」を積極的に取り入れれば良いと思う。また、少しの空き時間には読書をすると決め
て、少しづつ読書に慣らしていく。興味のあることについての本から読みはじめると読みやすいと思う。読書カードを作る。また、長期休みには必ず読書の
課題を作る。

自分も本を読むことが苦手なので、その友達と同じ目線で話せると思う。私のようなページ数が多いものはあまり読みたくないと考える人だったら、短編小
説とかで面白いお話があれば、紹介できたら良いと思う。図書館に映画の予告とかを流して（消音で）、その映画の小説をおすすめとして図書館におけば、
読む人も増えるのではないか。おすすめ本のポスターを作ると、読む人は増えると思う。

私は元々本を読むのが苦手であった。しかし、友達の読んでいた本が少し興味深く思えて貸してもらったところ、とても面白くて、それからその本を自分で
購入して読んだ。この経験から読書が苦手な友達は、自分の興味が湧くような本と出会えていないのだと思う。なので、まずは日常の会話の中でさりげなく
本の話をすると、読書が苦手な友達も興味を持ってくれるのではないかと思う。また、相手が同じ本を読んでくれたら、自分も同じ話ができたり、本の情報
を共有したりできるので、より友情が深まると思う。読書が苦手な友達が本に興味を持ってくれれば、図書館に誘うのも簡単だと思う。また楽しいと思う。

友達が好きなアニメーションとかがあれば、そのアニメーションの小説、最新刊が出たことを伝え「テレビで見るのと自分で小説を読むのとでは、内容は同
じだけど感じ方が全然違うよ。小説で読むと自分が役になりきることができる。」とか色々小説で読むことの魅力をアピールして、そしたら良いと思う。そ
れか目隠しさせて「今から良いとこ連れて行ってあげる」とか言って、図書館に連れて行くと良いと思う。テスト前に「図書館で勉強しよう。」と言ったり
するのも良いと思う。

その友達の趣味に関する本を勧めて、活字に慣れてもらい本への抵抗を少なくさせる。その後、他のジャンルの本も勧めてみる。その友達と本当にすっっっ
ごく仲が良いとしたら、だまして連れていってみる。謝罪を忘れないように！同じ本（短めで読みやすい本）を読んで、読んだ後に感想を伝えあったり、内
容について議論したりする。漫画を勧める。図書館の近くにあるところで遊んで、ついでに寄ってこーぜ的なノリで言ってみる。

とりあえず１回行って、一緒に相手の好きな本を探してみて、あったらその人は何回も来るようになると思う。また、もしその時見つからなかったら、スト
レスにならない２週間に１回ぐらいのペースで一緒に探すのを続ける。自分の好きな本を全力でアピールする。

まずは勉強をするために図書館に誘い、回数を重ねていくうちに少しずつ本を勧める。ライトノベルが原作となっている漫画を勧めて、そのライトノベルに
興味を持たせる。漫画が原作になっているアニメーションを勧めて、その漫画に興味を持たせる。「ビブリオバトル」を聴かせる。

その時期に合わせて、時期に合った企画をする。指定された本を読むと、もれなく何かがついてくるイベントを開催する。図書館に漫画や映画、雑誌を置く
ようにする。みんなの目に留まるところにライトノベルや映画化された作品を置く。色々な人たちにライトノベルを教える。有名な人に「そうだ、本を読も
う」企画をしてもらう。

例えば、さいたま市内の図書館で１冊借りると１つスタンプがもらえ、20個貯まったら景品と交換したら良いと思う。景品目当てで図書館に行ったとして
も、本と触れ合える時間が多くなると思う。また、1人ではなく複数人で図書館に行って本を借りたら、お揃いのしおりがもらえるようにしたら良いと思う。

漫画等と比べると本は難しい印象があるので、小説ならではの良さ（自分で想像できる等）をもっと多くの人に伝える方が良いと思った。本が好きな人にお
すすめの本や面白いところを書いてもらったり、人気の本を調べ、皆が取りやすいところに置いておく。最初は字が大きいものや、ふりがながあるものを勧
める。のんびりと読めるようなコーナーを設ける。

まず、本のアニメーションや映画等を見させて、内容の面白さを知ってもらい、それから本を読んでもらう。別に本から始めないで、漫画等なら読める人
は、漫画等でも良いと思う。本を読まない人に、本は想像力を豊にする等いった所で意味がないので、本を図書館で借りた数が多い人は、図書カード等がも
らえるようにする。

図書館にある自習スペースをもっと増やせば、図書館を利用する人がもっと増えると思う。自由にもらって良いしおりに、本の紹介を書く。読書の時間を作
る。「ビブリオバトル」を開催する。ポスターを貼る。

友達にどのようなジャンルが好きなのかを聞いて、それに合った本を紹介する。漫画が原作の小説を紹介する。堅苦しいものよりライトノベルの方が読みや
すいと思うから、ライトノベルを紹介する。

その人の好きなアニメーション等、漫画のような読みやすい本を勧める。→字を読むことに慣れ、本を読むことの楽しさが分かる。→小説等を勧める。（そ
の人に合ったジャンルを選ぶ：ミステリー・恋愛等。）→本の魅力等を伝える。→自分の好きなジャンルの本を勧める。その人に本の魅力等、すばらしさを
伝える！

本を読んで、感想を書かなくてはいけないということが、読書嫌いの原因になっていると思います。例えば、小学校の夏休みの宿題の読書感想文等。本を読
むことは楽しいことであって、強制されることではないと私は思います。私は本を読むのがとても好きで、本好きな人と本に囲まれている図書館が好きで
す。無理に苦手な本を読ませるのは逆効果です。なので、図書館に人気の漫画を置いたりするのも良いと思います。そして、本が好きな人に本の紹介をする
紙を作る機会を作ったら、もっと良くなると思います。



本を読む時間というのを設けたら良いと思う。普段、本を読んだりしない人もそのような時間を設けることで、本に接する機会が増えて、お気に入りの本等
も出てくれば、本を読むのが楽しくなると思います。

その人の趣味を理解し、さりげなく本人の前で関係する本を読んでみる。その人がサッカーが好きであればポジションの本、アニメーションやドラマが好き
であれば原作となった本や文庫版等。シリーズものだとなお良いと思う。また、自分もその本を読むことで、2人で話す時にその話題を持ち出して、本を読む
ことの楽しさを分かってもらう。

僕は本を勧めるには、その人の特性に合わせて本を勧めると良いと思います。例えば、映画好きの友達に「一緒にあの映画の原作の本を読んでみない？」と
誘えば、食いついてくれると思います。また、そういった狭い範囲だけでなく、例えばサッカー部全体にサッカーの戦術、歴史等の本をおすすめしたりすれ
ば、興味を持つ人も中にはいると思います。さらには、サッカースタジアム、鉄道博物館等のマニアが多く訪れるところに、その場所に集まる人の特性に
合ったポスター等を張ったりすれば、図書館に人が集まると思います。

読書が苦手な人は、文章を難しいと感じて苦手意識を必要以上に持っていると思います。なので僕は、そのような人にも簡単に読める「ライトノベル」が良
いと思います。例えば、教科書の文章にライトノベルを入れれば、面白いと思います。気楽に読めるので、読書層は増加すると思います。また、図書館の中
のライトノベルの蔵書数を増やせば良いと思います。今の図書館にはライトノベルが少な過ぎます。せめて、図書館の入口付近は全てライトノベルにしてく
ださい。そうすれば読書層が増えて、ライトノベル以外の難しい本が読める人も増えます。読書の原点はライトノベルだと思います。

図書館に流行っている漫画やライトノベルを置く。自習スペースを今より多く設置する。図書館内に自販機を設置する。（中の値段は利益を考えないように
する。）少し話をしても良いようなスペースを作る。（もしくはそういう図書館を作る。）

読書が苦手な人でも読みやすいシリーズの本や、字が大きくて漢字が多くない本を勧めて読んでもらう。その人のやっている部活や趣味に応じて本を勧めて
みる。
読書は大体暇な時にするものだと思うので、その友達の勉強を手伝う等をして時間を作り、まずはライトノベル等の読みやすい本から勧める。図書館が静か
すぎて、初めての人には少し入りづらいところがあると思うので、初心者向けにBGMをガンガンにかけた部屋を作る。

自分の家の近くにある図書館は、日本の図書館の中でもかなり大きく、設備がそろっている図書館だと言われていて、本以外にもＣＤやＤＶＤが借りられま
す。ですが、それを知っている人が世の中には少なく、もっとそれを全面的に押し出すべきだと思います。また自分の体験談として、ＣＤを借りに行った時
に、そのついでに面白そうな本を借りてしまうことが多いので、そのようなものを充実するべきだと思います。

僕は元々本は全然読まなかったけれど、原作が漫画の小説を読み始めてから、他にも本を読むようになったから、図書館に原作が漫画や映画化やアニメ化が
されている本を目立つところに置いたりすれば、中高生でも図書館に行くようになると思う。

大体読書が苦手な人って、ゲームが好きな人が多いと思うんです。ゲームにはたいてい主人公（ヒーロー）がいて、最終的に闇のボス等を倒すロールプレイ
ングやアクション等がありますが、そういうのをやる人は、刑事ものや魔法ものの本が好きだと思います。だから、そういう本をポスター等で紹介させた
り、読み聞かせ等をすれば良いと思う。小学校の時に読み聞かせはあったけど…。

一定数の本を学校の図書室や地域の図書館で借りれば、図書カード等をもらえるようにする。地域に一つは、国立国会図書館並みの蔵書数の図書館があるよ
うにする。

最初から文庫本を勧めるのではなくて、その友達が好きなアニメーションを小説化したものや、その子が興味を持っていることについての本を勧めるべきだ
と思う。図書館に友達を誘うのは、図書館で音楽祭やフェスティバル、フリーマーケット等の企画を１年に２・３回行い、図書館の施設や内装に興味をもっ
てもらう。学生に来てもらうには、図書館の２階や別の場所に自習室を作る。そして、勉強に役立つ用な本を何冊かコーナーを用意すれば良いと思う。小さ
くても良いので、飲食室もあると良いかもしれない。

市で行っている「ビブリオバトル」のような本の魅力をスピーチするという企画はとても良いと思いますが、本に興味を持っていない人はあまり行かないの
で、学校行事等で強制的でも良いので本に触れさせる機会を設けた方が良いと思いました。また、図書館に来たどんな人でも便利に使えて、自分の好きな本
があるようにたくさんの本を用意して、館内の案内をしっかり分かりやすく提示するようにしたら良いと思います。

小説等ストーリーが面白かったり、読みやすかったりする本を勧める。学校で読書する環境を作る。（課題で本を読ませる等）友達の好きなジャンルの本を
勧める。

例えば友達の好きなものを知り、それに添ったジャンルの本を紹介すると良いと思う。本を読まない人は本に興味を持てない人だと思うので、興味を持ちや
すいところから取っかかれば良い、かな。

①毎月１～３回ほど「読書の時間」を入れる。→夏休みや冬休み等長期休みの時に「読書感想文」を宿題として出し、良かった作品には景品を出す。（学校
の図書館に月１～３回、授業や放課後訪れる）②スタンプラリー等。③国語の時間等に「おすすめ本をくじ引き」で決め、ビブリオみたいにさせる。④学年
ごとに先生方が最優秀賞を決め、何かプレゼントする。（本を読まない人がほしくなるようなもの）⑤あと、実際に文章（自由作）を書かせる。

単純に中古のものが嫌いな人も少なくともいると思うから、新品の本も売って本屋のようなものも作れば、目的の本とかがなくても気軽にふらっと寄れるよ
うになって、もっと多くの人が来てくれるようになると思う。

図書館に行って本を見るとお菓子食べ放題、ジュース飲み放題になって３階で食べられる。（図書館を２階と仮定する。）また、本を５冊以上借りて100円以
上の募金をすると、１階のレストランが無料になる。また、図書館において２冊分以上の感想文を書くと、医療費半額チケットがもらえる。そして、その感
想文の中から最優秀賞に輝いた場合、10万5000円分の商品券がもらえる。優秀賞の場合は、最新式ゲーム機がもらえる。また、図書館の何かの本に図書カー
ド引換権があるので、早い者勝ちでもらえる。

友達に積極的に自分の読んだ本の話をし、自然に「この本読んでみようかな。」と思わせるような行動をする。さいたま市が他の市よりも優れている点を知
らない人が多いと思うので、さいたま市はここが良いという点を広める。

図書館で１冊借りたらスタンプが１つもらえ、スタンプがカード１枚や、５つ貯まったらしおりやお菓子、おもちゃがもらえる等をしたら良いと思う。スタ
ンプがどのくらい貯まった等のランキングを図書館に貼っても良いと思う。そうすることによって、景品目当てやランキング表に載るために図書館に行くと
思う。そうすることによって、おすすめ本の話等ができ、本を読んでくれると思う。

まずは何枚か挿絵が入っているもので、物語の情景を思い描きやすくしたり、物語の世界に入りこみやすくなるような本や、あまり厚くなく字も比較的大き
めの本を選んで紹介する。その他にも、私たちと同年代の主人公が出てきたり、日常と関連の深い本も良いと思う。本を紹介する時は、自分が紹介する本を
実際に読んでから紹介する。その方が、この本の面白さを深くまで掘り下げて紹介できると思う。

色々なイベントをもっと多くしたり、ポスターをたくさん貼る。本が嫌いな小さな子のための紙芝居をしたり等、図書館へ行く機会を増やす。もっとたくさ
ん図書館を増やせば、気軽に行ける人が増えると思う。

僕が図書館に行って勉強する時は、基本席は満席であるが、高齢者の人や勉強しに来ている人ばかりで本を読むような人が少ない。だから、僕は図書館に読
む人だけ用の机を作れば良いと思う。また、図書館がポスター等を作ったり、よく本を読みに来る高齢者に本の紹介等を書いてもらい、人目につきそうなと
ころに掲示すれば良いと思う。

本を10冊借りると１つスタンプがもらえて、スタンプが10個貯まると、現金がもらえるスタンプラリーを作る。

学校で、朝の時間等に読書時間や読み聞かせの時間等を設ければ、普段本に触れられない人でも定期的に本に触れられると思う。また、みんなで面白い本を
紹介し合ったりする時間を作って参加してもらえば、興味のある本を見つけやすくなると思う。

ポイントカードを作って、借りるたびにポイントが貯まるようにする。ポイントが貯まったら、何か本に関するものがもらえたりするようにする。

学校で読書タイムという時間を作って、20分以上本を読ませて興味・関心を湧かせる。また、本を無料で配り読ませたり、おすすめの本の発表を学校の授業
に取り入れれば、図書館に誘える。

本を読みたくなるようにするには、学校で１か月に絶対に5冊以上読むようにすれば良いと思いました。



１週間のうち、どれか１日の朝の学習の時間を「読書の時間」とすれば良いと思う。全学年で同じ時間にしてしまうと混んでしまうので、１学年に２グルー
プずつ作っていって図書館に行けば良いと思う。学校行事の一貫として読書集会を開き、本の紹介を図書委員や希望者を中心にすれば良いと思う。（学年全
体でも学校全体でもどちらでも良いと思う）

読書時間を作る。（朝10分。朝のＨＲ前に）１か月に１回「ビブリオバトル」（国語の時間に）をクラスで行う。そこで優勝した本をクラス全員で回し読み
をして、グループで感想を言い合う。それを発表した人に渡す。それを繰り返す。

読書が苦手な人でも読みやすいページ数が少なかったり、文字が大きかったり、５分くらいで完結する短編集等の本が多く置いてあるコーナーを作る。学校
側で、朝の時間に何分間か読書をする時間を決め、その間は絶対、本を読むようにする。

私は、母によって小さい頃から本の読み聞かせをされました。また私の小学校では、朝に８時から８時20分までは読書タイム、毎週土曜日は読み聞かせでし
た。これにより私は本を読むことへの抵抗が少ないです。なので、学校で読書タイムを設けたり、図書館等での読み聞かせの企画を増やしたら、読書が苦手
な子どもが減少し、自然と時間はかかってしまうかもしれませんが、問題は解決すると思いました。

もっと図書館の広告をして、もっと色々な人に知ってもらうことが大事だと思う。また図書館も、もっと本の量を増やしたり、図書館の環境を良くしたりと
いう改善も必要になると思う。また、個人的な意見としては、図書館に自習室、勉強場所を取り入れてほしい。たくさんの人に来てもらうには、まず来ても
らう方の環境等を整えてから、人を誘ったり広告をしたりするべきだと思う。図書館の取組として、人気の本ランキング、入荷された本、いち推しの本と
いったコーナーも作り、取り上げるべきだと思う。

図書館に行くと「お菓子がもらえる」という仕組みにする。

通帳のような読書カードを発行して、自分が過去にどんな本を読んでいたか確認できるようにする。自分の一番おすすめだと思う本を紹介し、読書が苦手な
友達が図書館に行きやすいようにする。また、そのおすすめの本を気に入ってくれなかったら、その友達が好きなジャンルを聞いて、そのジャンルの本を選
んで勧めたりして、本の良さを知ってもらう。図書館は本を読んだり勉強したりする場所だけど、たまにイベントをしてみたりしたら人がくると思う。

その読書が苦手な友達に、自分が本当に面白いと思った本をジェスチャー等を使ったりして一部紹介したり、ストーリー性のあるものの場合良いところまで
紹介し、その先をあえて言わない等の紹介の仕方をしたりして、読書が苦手な人も読みたくなるような勧め方をする。また、話すときに話題を本にしたりし
て、興味をそそる。

自分もあまり読書が好きではないのですが、初めは一つひとつの文字が大きいものは、あまり本が読めない人やすぐ断念してしまう人には良いと思います。
また、短編物語等の10分や5分ですぐ読み終わることができるものは、あまり時間もかからずスムーズに読み勧めることができるため、初めての人にはおすす
めだと思います。

試験勉強で図書館を利用している人は多いと思うから、勉強とかをすることができる机があるスペースとか、その近くに学年とか年齢別でおすすめの本とか
読んでもらいたい本を置いたりすると良いと思う。本を読む習慣がない人には、その人が好きなもの、例えば漫画とかを多く読む人とかには、本の良さを伝
えられる面白い漫画を作ったりすれば良いと思います。

読書が苦手だとしても、その人が興味があることが書いてある本なら読むと思う。図書館に誘うのは、その日の宿題等を一緒に図書館でやろうよとか、話し
合いを図書館にある資料を基に一緒にしよう等声を掛けたら良いと思った。図書館にシリーズ等をきちんと全巻そろえていれば、自然と人もあつまると思
う。また、人気のライトノベル等は需要があると思うので、そのような系統の本を置けば、人が増えると思う。

子どもたちに本に興味を持ってもらうために、毎日下校の時間になると、読み聞かせの時間を設けて読み聞かせてあげる。また、図書館に子ども専用の場所
を作って、子どもたちが自由に図書館に行き来しやすくする。色々な棚にふせんを貼って、おすすめな本を書くことで、子どもが続けて読めるようにするこ
とが良いことだと思います。子どもの読みたい本を提案してあげるのも良いと思います。

読書が苦手な友達をわざわざ図書館に誘ったり本を勧めたりしなくても良いと思います。読書が苦手な友達を図書館に入れると飽きるだけだし、もしかした
らうるさくされるかもしれないからです。もしも私が図書館の人だったら、本が嫌いな人より本が好きな人に来てほしいです。嫌いなものを強要するのっ
て、最後はもっと嫌いになるだけです。本が読みたい人だけが集まれば、静かに過ごせると思います。感性や想像力も色々な所で豊かにできると思います。
図書館の貸し出しの量で、図書館の方の収入は変わるのでしょうか。変わるのであれば、本を借りようと思いました。

漫画と小説、アニメーションと小説等を抱き合わせて貸し出すこと、また、１人本を借りたら、知人に勧めたい本をねずみ算式に書くこと、また「殺人犯は
そこにいる」のように、タイトルとあらすじを伏せて貸し出すこと、自身と本との「お見合い」的企画、ドラマ化作品の原作のプッシュ、音楽と小説の二種
混合貸出し、実用書を使いたくなる企画を市で立てる等を行うのはいかがでしょうか。

僕の考えた読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧める方法は、友達の興味のあるジャンルを知って、そのジャンルの中で友達の好きそうな本を図書館
で見つけて、その本の名前をメモしたり、写真を撮って友達に教えたりすると、友達はその本に興味を持って自分が紹介した本以外にも、自分なら小説を読
むようになると僕は思いました。

読書が苦手な友達に本を勧めても、まず読まないと思うし、図書館に誘ってもし来たとしても、漫画とか自習をしたりしちゃうと思う。でも、本を読ませる
には、その友達の本当に好きなものについての本や、最近では電子の小説とかもあるので、そういうのが置いてあれば、少しは興味を出してくれるのではな
いかと思った。また、漫画が少し入っている本や、小学生向けの本から読み始めたり、映画化されて面白かった本から入ってみるのも良いと思った。

図書館を本を借りたり読んだりするだけでなく、カフェ等を作ってゆっくりすることもできるようにすることで、図書館に来た友達とゆっくりしたり読書を
したりできるようにする。自分が良いと思った本を友達に勧める。中高生が選ぶおすすめの本をもっともっと取りそろえる。難しい本ではなく、自分たちと
同じような年代の主人公が出ていたりと、自分に置き換えて読みやすいような本を勧めてみる。

図書館に本だけでなく、ＤＶＤを置いて映画を見れるようにしたら、図書館に来る人が増えて、その人たちが本を借りてくれるようになれば、もっと良くな
ると思う。また、図書館の本の振り分けを増やして、個人それぞれの好きな本をもっと図書館に来た人に分かりやすくすれば良いと思う。本だけでなく漫画
のコーナーも置けば漫画を読み、そこで知り合った人たちに勧められた本を読めば、苦手が解決するから。

本を読むことがとても大好きな人が、そうでない人に本や小説の魅力等を話すのが一番良いと思った。本にはとても色々な種類があるので、それぞれの好き
な本を一緒に見つけたりするのも良いと思います。そうすることで、読むのがあまり好きじゃない人も本を好きになるし、よく読む人も読む本の楽しみ方等
を変えてみたりすることができると思います。

15分くらい読書タイムを作る。読書が苦手な人は本を持って来ないかもしれない場合もあるので、教室の内か図書館とは違う近いところに本が少し置いてあ
るスペースを作る。もし、段々本が面白いと思ってきてくれたら、自分から進んで読んでくれたりするので、良い習慣作りになると思う。あとは、自分の好
きなジャンルを理解させて、本を読もうという気にさせる。例えば社会が好きな人なら、歴史の内容が含まれるものを渡したりする。簡単にアンケート等を
ホームルーム等で実施することにより、段々と読んでくれるようになっていくと思う。

本が苦手な人にとって、本を読みに図書館に行く人はなかなかいないと思います。なので、図書館に本を読むために行くのではなく、自習をするスペースを
作れば、勉強の息抜きに本を読んだりすることが多くなると思います。ですが最近、自習スペースがとても少ないと感じることが多いので、もっと自習ス
ペースを増やした方が良いと思います。また、図書館内ではうるさいことが多いので、もっと静かにすることを厳しく言った方が、本を読みたい人にとって
も快適な場になると思います。

電子書籍等を図書館内に置いておけば、電子書籍の方が普通の紙の本よりも簡単に読めると思うし、子どもも興味を持ってくれると思います。特におすすめ
したい本等は、横にその本の簡単かつ分かりやすく、見た人が興味を持ってくれるようなあらすじやイラスト等が置いてあると、気になって手にとってくれ
る人も増えると思います。毎週、図書館おすすめの本の魅力等が書かれた紙を図書館の外に貼り出せば、それを見つけた人が気になって図書館に入ってきて
くれると思います。

読書が苦手な人の中でも漫画も読めない人はほとんどいないと思うので、漫画の取りそろえを良くしたり、幅広い年代層の漫画も用意すると良い。また、カ
フェテリアのように何かを読みながらお茶をすることができるようにすると、さらに良いかもしれない。図書館は本を読むだけでなく、勉強（自習）にも使
われることが多いので、自習スペースを広くすると良いかもしれない。自分が本が苦手な人なので、このようなことが現実になったらとてもありがたいと思
います。



本が苦手な人に本を勧めるためには、まずその人の好きそうなジャンル。例えばゲームが好きな人にはバトル系の本を勧めたりします。そうすれば、本が苦
手でも面白そうだなと思って読んでくれると思います。他には友達と映画に行ったりして、友達がその映画面白かったと言っていたら、この映画の原作はこ
れですごく面白いんだよ！って言って勧めたら、少し興味を持って読んでくれると思います。

本の良さを知れる機会（「ビブリオバトル」等）を増やすのも大事だけど、そのためには図書館等に来てくれる人を増やさなきゃいけないので、図書館前広
場で子どもが集まりやすいイベントを開く等したら良いと思う。また、移動図書館等手軽に利用できるのも大事だと思う。

その人の興味のあるジャンルを選び、字が多いことが苦手なら字が少なくて絵等もある本を勧めたり、「つまらない」と言っているなら、自分がまずその本
の面白さを理解し、それを勧めたりする。また、その人が自分は何を読めば良いのか分からないと言うのなら、自分が面白いと思うシリーズ物、感動作品、
有名な作品、その人のためになるような教訓のある作品等を勤めるのもまた良いと思います。さらに自分が実際に良いと思ったフレーズを伝えてみたり、読
んであげることも興味を持つきっかけになりうると思うので良いと思う。

「行くだけ行ってみようよ」等と言う。もしかしたら何かしらに興味を持ってもらえるかもしれないから。図書館は少し緊張感を持ってしまうため、もう少
しなじみやすい環境を整える。静かな場所だけでなく、友達と一緒に笑ったり話したりできるような部屋を作る。友達と共有できる事があれば、気軽に行き
やすくなると思う。自分がその本を読んで楽しかった事、学んだ事等を話す。同じ本を一緒に読んでみる等。快適な場所だということを伝える。一度行った
ら、また来たくなるかもしれない。

読書が苦手な友達には、読書が好きな友達がおすすめすることが大切だと思います。そして、1人の小説家さんに夢中になれば、おのずと読書が好きになると
思います。なので、様々なジャンルの本を読むことが大切です。途中で飽きてしまう私は、知念実希人先生に出会ったから、大の読書好きになりました。友
達には最近「ムゲンのｉ」という最新作をおすすめしています。このように読書が好きな人が周りにおすすめすることが特に大切だと思うので、学校の総合
や道徳の授業に本を紹介する場を設けてみればいかがでしょうか。その人の本に対する熱意が周りに伝わり、読んでくれると思います。その他にも、月に１
回でも良いので「読書」という授業を作り、普段読まない人でも本を読めるように取り組むというのはいかがでしょうか。また先生が読書好きだと、なおさ
ら良いと思います。

読書が苦手なのは本に魅力を感じないからだと思うので、まずはその読書が苦手な子の好きなアニメーションや映画等に関する小説を勧める等、相手が興味
を持てるような本をチョイスすると良いと思う。そこで、少しでも本に興味を持ってもらえたら、日本や海外の有名な本を勧めて、本の奥深さや魅力を分
かってもらう。また何より大事なのは、周りの影響だと思う。周りの子がゲームやその話等ばかりしているのではなく、みんなで同じ本を読んだ感想で盛り
上がったりする方が、より読書が苦手な子へ影響する。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするためには、その人の好きな分野の本をおすすめするのが良いと思います。今では本の種類も幅広く、
少説、随筆、宇宙や生物等の説明文、映画やドラマ等のノベライズ等広い分野に手が伸ばしやすくなっています。相手の特技・趣味等に合わせた本が入口と
なれば、本というもの自体への興味・関心がより一層深まり、本を読むことが好きになっていくのではないかと私は考えました。また、授業の一貫として学
校で本を読む時間を設けるのも必要だと思います。

例えば本を何冊読むと何かがもらえるとか、少し遊びを取り入れてみんなに本を読んでもらうのはどうか。他にも図書館で何かしらのイベント等を考えて、
それをポスター等で宣伝したりする。本が好きな友達に、本をあまり読まない子や同じように本が好きな友達等を誘ってもらい、ついてきてくれた子や来て
くれた子に何かプレゼントをする。もし、図書館専用のマスコットキャラクターとかがいたりしたら、小さい子どもたちは会いに図書館まで来るのではない
かと思います。後、毎月その１か月で１番人気だった本をポスター等で紹介をすれば、その本を読みたいと思う子たちが、図書館に来てくれるのではないか
と思います。

読書が苦手な人は、本の楽しさを知らないために読書をあまりしないという人も多いと思うので、図書館をもっと工夫して面白い場所にする。または、図書
館で本を並べる時に、この本を読んでみたいと思うように小さくあらすじやその本の見所を書いたようなメモを本の前等に置いたりするのが良いと思う。他
にも、図書館側が何かイベントを用意して、図書館へ行く機会を増やす等も良いと思う。

読み聞かせを行っている図書館で、読み聞かせを一緒に聞く。字を読むのが苦手な人には、字の少なめな本を勧めてみる。その本を読んでみたくなるよう
に、あらすじを言ってみる。興味を持ってもらえるようにする。スマートフォン等で本を読ませてみる。おすすめの本を渡してみる。絵本等からでも、とり
あえず図書館に誘ってみて１冊でも借りてもらう。定期的に図書館に誘う。本が目につくようなところにおいておく。現代のあるある等、共感できて読みや
すい本を勧めてみる。自分が本を読む。

幼稚園や小学校で本の読み聞かせをする。本の種類も、怖い本から面白い本までたくさんあったら良いと思います。学校におすすめの木のポスターをはっ
て、みんなに興味をもってもらう。自分がみんなに読んでもらいたい本をプレゼンしたりするのも良いと思います。自分が読んだ本を記録して、学校内で多
く本を読んだ人を表彰するのも良いと思います。

図書館に行って本を借りたら、しおり等の本に関係するものをあげるようにすれば、それをきっかけに本を読もうとする子どもが増えると思う。中高生に人
気の本を集めると良いと思う。自分の家の近所に図書館があるということを知らない中高生が多いから、まちで図書館についてのポスターを貼る。

毎月、色々な人たちのおすすめの本や、その時期、その季節にあった本を紹介するコーナーを図書館に作ったり、手紙を配布したりしたら、本をなかなか読
まない人も気になる本を見つけられると思う。友達を図書館に誘ったりするためには、その人の趣味とかにあった本をみつけ、「こんなのがあるよ」を紹介
し、友達に本を好きになってもらうと良いと思う。また、中高生の読書の時間を増やすには、それぞれの学校で、朝学習の時間を週に何回かだけでも、朝読
書の時間にしたら良いと思う。それで、月ごとに自分が読んでいた本をクラスのみんなに紹介すれば、たくさんの人が色々なジャンルの本を読んで、もっと
興味が湧くかもしれないと思った。

自分たちで本を伝えるイベントをする。日直になった人が、好きな本を黒板に書き紹介する。本の楽しさを伝えるために、読書カードを色々なところに掲示
する。

物語の冒頭部分を漫画から入るようにして読者を引き付けてから、内容を小説にして読みたくなるような本にする。→図書館に行きたいと思わせる。本を読
まないと、できないゲームを図書館に置く。→ゲームをクリアしたら、図書カードプレゼント！埼玉出身の芸能人に握手＋本の紹介をしてもらう。お店と図
書館の連携→○○ポイント貯まったら（本を借りると貯まる）、タピオカ１つ無料等。

映画やドラマ等の元になっていた本を特集すれば、苦手な人も興味を持つと思う。

１週間で読んだ本のページ数が、ある一定を超えたら景品がもらえる等の制度を作る。朝のＨＲか帰りのＨＲで、クラスで１人１冊の本を紹介するスピーチ
を行う。学級文庫を各クラスで用意する。（様々なジャンル）

さいたま市の学生みんなで協力して、おすすめの本の要約（面白く！）を書いて、それを入口等に設置して、どんどん本の良さを伝えていく。図書館ごとに
「月に○冊読んだら、ノート１冊」等と決めて、色んな人が図書館を利用し、本をたくさん借りれるようになる。

まず本の中でも短めだったり、挿絵が多く入っていたりして、簡単に読めるようなものを取りそろえて宣伝をする。「やさしい図書週間」のようなものを
作って、入口の敷居を下げることによって、人を入りこみやすくする。図書館やその周りの場所で、何か中高生が興味を持ちそうなイベントを行って、図書
館に近づいてもらうついでに本を宣伝する。

図書館に本を置くだけでなく他の施設の近くに作ったりして、他の施設に行くついでに図書館にも寄っていこうと思わせるようにする。また、最近の話題の
本等を置いて、興味を持たせる。

随筆文とかつまらな過ぎる本を見せるのではなく、物語系・ライトノベル等を勧めて面白さを教える。子ども心をくすぐるライトノベルだと、本に魅力を感
じやすいと思ったから。なので、図書館にライトノベルをもっと増やすべきだと思う。

教科書に載せる文章をもっと親しみやすいものに変えて、そこから本に対しての興味をもってもらえるようにする。本が苦手な人向けに短編小説が多く入っ
た本を出す。図書館が楽しいところだという認識を持ってもらえるように、ＤＶＤが見られるスペースや飲食ができるスペースを作って、足を運ぶ機会が増
えるようにする。

正直、中高生が日常で本を読むというのは、不可能だと思う。電車では英単語を覚え、自宅では学校から出された宿題をやらなければならない。私の場合は
毎日が忙し過ぎて、本を読んでいる暇等ない。私の場合だから他の人は分からないが、受験等により私と同様、本を読む暇がない人が多いと思う。だから学
校の授業の一貫として、本を読む機会を月１くらいで与えれば良いと思う。また、本を読む事で読解力がつき、国語の成績アップへつながるのではないだろ
うか。



読書が苦手ということは、あまり読書をしたことがない人だと思うから、本が原作になったアニメーションや映画を見せて、本を書むことに興味をもっても
らう。また、はじめから難しい本は読めないと思うから、ライトノベルのように読みやすい本を読んでみるのも良いと思う。

色々な学校で文化祭等でビブリオを行い、選抜された人が制徒全員にその本の魅力を伝える。（学校行事として行う）中高生は、インスタグラムやＴｗｉｔ
ｔｅｒをよく使っているので、その図書館のアカウントを作成し、何日かおきにその図書館の良さや最近人気の本の良さについて投稿する。

私は映画を見た後にその映画が本になったものを買うのですが、本だと映画とは全く違う表現がされているので読んでて楽しいので、私は内容が分かってる
もの（映画等で見たもの）を繰り返し読みます。そのようにして読書量を増やす。

前は本が苦手で全然読まなくて、今は好きなったような人がどうやってそうなったのか、そういうきっかけ等を言ってあげたら良いと思う。ジャンルごとに
読み進めやすい本を紹介する。

私も最近本を読めていないので、何を読めば良いのか分からなくなる時があります。そのため本の苦手な人は、読もうとは思うけど何を読めば良いのか分か
らず、結局読めないで終わっている人が多いと思います。なので、本の好きな友達からおすすめされた本や、図書館や本屋に貼ってある人気の本から読みは
じめたら、本を楽しく読めるようになると思います。

図書館が快適ならば、みんな図書館に行きたいと思うはずだから、軽いドリンクやお菓子が置いてあったら良いと思う。また、年代別によく読まれている本
のランキングを作れば、読書をあまりしない人でもどんな本から読みはじめれば良いか分かりやすくなると思う。同じ趣味のある友達だったら、その趣味の
ことが多く書いてある本を勧めれば、その友達も読書にハマるかもしれない。

まずは少しでも本に興味を抱かせるように図書館に勉強しに行く。自ら隣で本を読み、何を読んでるの？と聞かせたら興味が湧いている証拠。すかさず本の
魅力を伝え、「少しで良いから読んでみなよ」と声を掛ける。またその本は難しい本ではなく、誰でも楽に読める物語のような小説で、本の世界に少しでも
入れるように誘う。

図書館に様々な種類の本を置いて、誰でも興味を引くような本を置いたら良いと思う。誰でも利用しやすいように場所を公共の広場に立てる。図書館のパン
フレットを作れば良いと思う。

ちょっと強制的に読ませれば、面白さに気づくから強引に読ませる。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするには、まずその友達の興味があるジャンルやその友達の趣味や好きなことを聞き、それに合った本を
見せたりする。ライトノベル等、今では普通に図書館じゃなくても書店等でも目にするので、「○○書店で見たあの本が××図書館にあるんだって」という
感じで図書館に誘ったりすると良いと思う。本が字がたくさんあるから読めないという人には、挿絵が多く入っている本を勧める等その人に合った本を見つ
け出して、勧めたり誘ったりすると良いと思う。

図書館に「週刊少年ジャンプ」等の子どもがみて面白いと思うような本を少し置く。少しというのは需要にもよるが、目安は需要の４割程度。子どもはお金
がないので、漫画のお金を節約できるのは嬉しい。そんな子どもが無料で漫画を読めると聞いて、来ないわけがない。そこで漫画を読みに来ると、他の子が
読んでいて時間をつぶそうという発想になる。そこで仕方なく図書館の漫画以外の本を読んでその本にハマり、読書にハマるといった考え。

自分が面白いと思った本や短くて読みやすい本を貸して読んでもらい、本の面白さ、本を読む楽しさを知ってもらう。相手が読みたくなるように自分の好き
な本について紹介する。一緒に図書館へ行って、読みやすそうな本を探してあげる。

人が多く通るところに要らない人が本を置いていき、読みたい人が持ち帰ることができるようなスペースを作る。

アニメーションの原作や漫画を文に直した本等、本に興味がない人でも簡単に手に取ってみようと思わせるような本を図書館に増やす。

本の魅力等をたくさん伝えたり、絵画の小説版等があるといったことをポスター等を中心に伝え、知ってもらう。他にも図書館は自習する場所にも最適です
ので、テスト等の前に使ってみるのは、と声を掛けてみたりしても良いと思います。私のよく行く図書館は本だけでなく、ＣＤや雑誌等も置いているので、
そこから段々図書館に行く回数を増やしてもらうというのも良いと思います。

自分の好きな本等をおすすめして、自分の好きな場所や相手の気に入ったところをお互いに話し合い、理解を深めるようにする。

「読書手帳」みたいなものを作り、これまで読んだ本とそのページ数を書いて、総ページ数を友達等と競い合う。図書館に「カフェ」等、興味がそそられる
ものを設置した方が良いと思う。

苦手と言ってる人は、読むのが苦手なら漫画から手をつけていけば、活字にも慣れてもらえば本も読みやすいと思う。次に読む時間がないと言うならば、自
分の生活スケジュールを見直してほしい。もし10分・20分あったら電子機器を触っているのではないか？その10分・20分を本を読むのに当てれば、１日20分
読んでいけば慣れるのではないかと思う。

中高生がもっと利用したいと思うためには、まず自習スペースをもっと設けることだと思います。もっと読書の時間を増やすためには、１日30分でも良いの
で自分で時間を決めて本を読み、それを続けていけば良いと思う。本を読む習慣のない人は、まずは図書館に行って本に触れてみて、そこから読んでみて面
白かったら続けて、つまらなかったら他の本を…という風にしていけば良いと思う。

まず、中高生を図書館へ呼び込むために勉強スペースを今のスペースより広くすれば良いと思う。またそのことにより、定期的に図書館に通うことになるの
で、自然に本に触れ合う回数が増えることにつながると思う。今の中高生はほとんど本を読まないので、さいたま市が無料でダウンロードして本が読めるス
マートフォンアプリを作れば良いと思う。またそうすることで、本に対して興味が湧き、実際に本を手にとってみるようになる人も増えると思う。

図書館に若い人たちがよく利用できる自習スペース等をもっと作る。映画上映等人気のありそうなイベントもたくさん行ったら良いと思う。たくさんの人が
利用するＬＩＮＥ等で図書館のアカウントを作り、色々な人に図書館のおすすめの本等のピーアールをしたら、もっと本に魅力を持つ人が増えると思う。

様々なジャンルの本を作り、本が苦手な人でも興味を持てるような内容のものを勧めたり宣伝したりする。また、図書館という場所に自習スペースや学習ス
ペース、調べものをできるスペースを作り、図書館は本を読んだり貸し借りするだけの場所ではないことを知らせれば、利用者数はもっと増えると思う。図
書館＝「読書」というイメージがついていると思うので、勉強に集中できたり知りたいことを知れる場所というイメージもつければ良いと思う。

図書館には勉強のスペースがあるため、静かな空間の中で勉強することができる。そのため、本を読む・借りるといった使い方ではなく、勉強をするといっ
た使い方も有効である。（勉強スペースを増やすことも有効）また、本が嫌いな友達がいたとしても、校外学習の調べごとをするところとしても使うことが
できるので、読書が苦手な友達でも誘うことが可能であると考える。

何か特別なイベントをやる。人気の本をたくさん置く。色々な種類の本を置く。

読書が苦手な人でも絵等も入れて読めば、読書が少しでも楽しいと感じてもらえると思うので、漫画や絵本等を勧めれば、少しずつ読書が楽しくなると思
う。他には、「ビブリオバトル」等で自分のおすすめの本を紹介することで、「この本を読んでみたい」や「面白そう」と思うものがでてきて、その本に興
味がそそられると思う。そうして、好きな本の話を他の友達と共有でき、他の本の話も一緒に共有したいと思い、図書館を利用すると思う。

学校で「読書だけの時間」を作り、読書の楽しさを分かってもらう。気軽に入れるような図書館の作りにする。座って本が読めるスペースをもっと広くす
る。

アンケートでおすすめの本ランキングを作り、それを配ってそれに興味を持たせて誘う。図書館でのイベントやキャンペーンを増やす。できるだけ、たくさ
んの本や新しい本をそろえる。

授業で学校の図書室へ行く時間を作れば、普段読書をしない人も読書をする習慣がつき、読書に興味を持てると思います。また、普段読書をしない人や読書
をすることが嫌いな人にとっては、知らない話よりもテレビや映画で放送していた知っている話の方が読みやすいと思うので、そのような本を勧めたら良い
と思います。



まず、その友達が興味のある様な本を探す。例えば、好きな映画が小説化された本や好きなアニメーションの本等から読み始めると良いと思います。本とい
うのは文が連なっていて、本を読むことを「楽しい」と思っていないと、読み終えるまでに飽きてしまうと思う。また、休み時間に図書館に行くようにして
みる。学校規模でできることは、現代文の授業に週１で図書の時間を設けると、もっと良くなると思う。

本の面白さを伝える。おすすめの本を教える。ポイントカード的なものを作って、図書館に行くのが楽しくなるようにする。読み聞かせをする。

私は、小学校や幼稚園での読み聞かせの機会を増やしたら、さらに良くなると思いました。理由は、幼い頃に絵本でも良いから読み聞かせの機会を増やして
おけば、絵本や本に対して興味を持ってくれるかもしれないからです。あとは読書が苦手な人には、まずフィクションやライトノベルでも良いので、とりあ
えずその人の好きそうな本を勧めてみて読書に興味を持たせてから、色々な本を勧めてみるのはどうでしょうか。最初に興味を持ってからの方が、苦手な友
達でも読むのが楽になるかもしれないと思ったからです。

本の面白さ、すばらしさを教える。本の読み聞かせをする。絵本から分厚くて難しい本まで、全ての良いところを書き、伝える。本を読むことで何になるの
かを説明する。～冊読むと～がもらえる等、面白さを作る。

本の面白さを伝える。おすすめの本を教える。一緒に本を読む。読書感想文の宿題をやる。絵の多い本を勧める。きれいな図書館に誘う。

絵本をたくさん置く。その本の動画を流して、少しでも興味をもってもらう。

自分が好きな本を友達に紹介する。読書の良さを伝える。シリーズものを勧めて読書が楽しみになるようにする。図書館の良さを伝える。近くの図書館・本
屋を紹介する。

中高生がもっと図書館を利用したと思うようになるには、流行の物等を使ったり、アイドル、ユーチューバー等と協力をして、図書館限定の○○みたいなこ
とをしたら良いと思う。（本を読んだら○○等…）

読書が苦手な友達でも手軽に読めるアプリ等があれば良いと思う。例えば図書館へ行けば、そのアプリで無料でダウンロードできるようなものだ。本を持ち
歩く必要はないので、本を読み始まるのに良いかもしれない。また、そこにその本を読んだ人の意見を載せられるようにして、読む前に面白そうか見てみた
り、読んだ後に自分の意見を共有できるようにする。本が苦手な人でも、みんなが面白いと言っていれば、読んでみようと思うし、そこからどんどん読書が
好きになっていく人も増えていくと思う。

読書が苦手な人が図書館に入りにくさを感じる要因の１つは「図書館は静かな場所」というイメージにあると思います。このイメージが「友達に誘われて
行っても、話してはいけないので楽しくない。」という考えにつながってしまい、その考えにより図書館を利用しない中高生もいるはずです。学校の図書室
でも同じです。そこで私たちは「にぎやかな図書館」を作ることを提案します。館内に音楽を流したり、私語を許可したりすることで、友達と遊びに行く感
覚でより気軽に図書館に入ることができると思います。そうなれば、読書が苦手な人でも図書館に行く回数が増え、本に触れる機会も自然と多くなるのでは
ないでしょうか。

自習とかＣＤ借りるとか、暑いから涼んで行く等、最初は別の目的で誘ってみる。友達の趣味と関連した本を勧めてみる。一緒に見に行った映画、どっちも
見ているドラマ等の原作を勧めて、互いの会話に取り入れる。読書感想文等の課題をやらざるを得ない時に「どうせ本を買うなら一緒に借りよう」という感
じで誘ってみる。

図書館で何冊（回）か本を借りると、何かのクーポンがもらえるシステムを作る。図書館の借りた本の履歴リストを作成して、そのリストのデザインを銀行
の預金通帳風にして、本を借りにいくと預金が貯まっていくような感覚になれるようにする。さいたま市内の公立小学校で週に１回、１時間（１コマ）図書
館に行く時間を設ける。図書館の内にインスタ映えスポットを作ったり、カフェを設立したり、Ｗｉｆｉを設置したりする。

小・中学校で読書をする機会、または読書を必要とされる授業を増やしていくべきだ。読書に触れる時間を多くし、読書への苦手意識をなくしてもらうこと
が目的である。読書を苦手と思う人を少なくすることが理想である。その上で、まだ読書に慣れない友人に対してはどうすれば良いか。読書が苦手な理由を
考えてみると良い。簡単に言えば、読書の面白みが分からないのである。そういった人々に「読書」自体を勧めても効果はない。勧めるべきは「読書の面白
み」なのだ。「これを読んで新たな価値観が生まれた、物の見方が変わった、新鮮な目線を手に入れた」そういった言葉を聞けば、その中身がいかほどのも
のなのか気になって仕方なくなるだろう。その興味に読書に対するハードルを越えさせることが良い勧め方である。

図書館にフリーＷｉｆｉを設置。開業時間を延長する。レストランを導入する。本の種類を増やす。自習スペースの増築。外装・内装のインスタ映え化。読
んだ冊数でポイントがもらえる、スタンプカードを導入。ドラマ等で利用し、知名度を上げる。

月に一度（ある期間に一度）、朝に読書をする時間を学校で設けたら良いのではないか。それにより２つのメリットが生まれる。１つは、本を読む時間が増
えるということだ。面白い本と出会える機会も必然的に増えるだろう。２つ目は、読書への苦手意識を減らすことができるという点だ。読書への苦手意識
は、大抵が本に触れた機会が少ない事に起因すると思う。そこで、この取組は本に触れる機会を増やすことができるため、上記のメリットを生み出す。ま
た、この取組には目立ったデメリットがないというのも良いポイントだと思う。この取組を実践したらどうだろうか。

図書館に入るというのは、とても限られた時だと思う。何故なら、図書館には「話してはいけない」というルールがあるからだ。これにより、友達とどこか
に行く時等に目的地の選択肢に図書館がなくなる。また１人の時でも、図書館によっては決められた場所でしか本を読んではいけない等のルールがあり、行
くことをためらってしまう。だから自分は、人と話しても良いスペースや、もっと自由に本を読むことができるスペースを作るべきだと思う。

図書館は静かにしなければならず、飲食禁止の場所というイメージが強いのではないかと思う。また読書が苦手な子は、わざわざ図書館に行ってまで本を読
みたいとは思わない。よって、図書館という堅苦しい場所が、誰でも行きやすく楽しい場所になれば良いと思う。一部スペースでは会話ができたり飲食がで
きれば、友達とも気軽に行き、本への関心も高まると思う。

最近では漫画に小説版があるものがある。なので、好きそうな漫画を進め、そこから読書へ発展させるという手がとれる。また例えば、自分の学校では「ビ
ブリオバトル」を開催していて、それをクラス単位でやる等すれば、自然と読むようになると思う。説明文や論説文は読みづらいイメージがあるので、勧め
るなら小説や有名な（映画化された）ものだと、なおさら読みやすいと思う。

図書館にはどの本がどこにあるのかを調べる機械があるが、本を読まない人はどの本が自分に合っているか分からないので、上手に使えないと思う。なので
年代やカテゴリー、好きなもの等でおすすめの本を紹介できる機械があれば良いと思う。（本に詳しい人がいたら、その人がやっても良いと思う。）しか
し、おすすめでランキングのように出してしまうと、どうしても上位の方が貸し出せなくなってしまうので、ランダムで10個ぐらい出せば良いと思う。ま
た、これは難しそうなので、今ある機械にネットでのレビュー等を入れると、学生にも読みやすくなると思う。

ゲームの政略本や漫画や雑誌等、小説や論説のような堅苦しいものを以外の娯楽向けのものを置く。また、喫茶店のように飲みものや軽食を提供する場を設
置する。もちろん格安で。そして、１時間に１本で良いから、駅前等に無料のシャトルバスを停めるバス停を置く。もちろん税金で。まず前提として、読書
が好きだとしても図書館に行きたがらないと思われる。

読書が苦手というのは、単に活字を読むのが苦手なのか、どの本を読めば良いのか分からないのか等分かれると思うので、活字を読むのが苦手な人には、
「科学漫画　サバイバルシリーズ」等から身近な内容で挿絵や図、グラフの多い小説、「空想科学読本」等とっつきやすいものを集めたり推したりすれば良
い。どの本を読めば分からない人には、それこそ前者に書いたものを勧めるのに、各中学校及び高等学校からボランティア等を募り、図書館にその中高生の
推し本コーナーを作ったり、本を学校に持ち込んで並べたり、紹介したりすれば良い。大人が勧める本と中高生自身では、ジャンルも考えていることも違う
ので、多少詳しい大人と中高生で選ぶのがベストだと思う。あと、図書館は駅から遠いので、バス停を作ろう。

文学作品等を題材にした漫画を置くこと。友人と会話ができるスペースや飲みものを飲めるようなスペースを作ること。この2つのことを実行して、「図書館
は堅苦しい場所」というイメージをなくすべき。

まず、一緒に図書館に勉強や漫画を読もうと誘って一緒に行き、ある程度の回数行ったら本への魅力を少しずつ分かわせていき本を好きにさせる。そうすれ
ば、嫌でも図書館に行きたくなる。それでも好きになってもらえない場合は、学校でも本の魅力を伝え続けて、その人が好きそうな本を探してあげる。そう
すれば本を好きになると思う。僕は本は嫌いです。

図書館にゲーム機を設置すると当然人が群がるため、子どもたちがゲーム機をするために並んでいる時に本を読ませたらどうか。また、どうしたら読書が上
手になるか、公式ホームページで公開したらどうか。



図書館で何か簡単なイベントを行ったり、本を読んだら特典等最初は別のもので誘導して、本に興味・関心を持たせるのが良いと思います。また、さいたま
市は元々自然・緑がとても多いので、植物園よりもっと自然感あふれる、森の中に囲まれたような図書館を作って、喫茶店等も合同で店を作れば、たくさん
の自然に囲まれた安らぎ空間の１つとなり、本を読むという目的より前に心を落ちつかせたり、森林浴や日光を浴びに行こうと思う人が増える気がします。
ここで問題なのは天気が荒れてしまった場合ですが、埋め込み式のドーム状の建物で、開閉できるようなものにすれば良いと思います。

学生では図書館を本を読むところとして利用する人より、勉強する場所として利用する人が多い気がする。なので、図書館にカフェを作り、そこで勉強でき
るようにすれば、利用者が増えると思う。また、現代では読書より分かりやすく面白いＹｏｕＴｕｂｅやインターネット等があるので、読書離れが進んでい
るのだと思う。なので、若者でも読みやすいように表紙をカラフルにしたり、文字を大きくしたり、電子書籍に対応する数を増やしたりするのが良いと思
う。

無料シャトルバスの運行、大宮駅等から出す。本では魅力に限界があるのでタブレット等を導入して、とにかく図書館に来てもらえるようにする。本で人を
呼ぶのはまず無理なので、他の物を使って人を呼ぶところからはじめるべきだと思う。

読書が苦手な人というのは、本は難しいというイメージを持っていたり、そもそも本をほとんど読んでいなくて読まず嫌いになっていたりと、本の面白さを
知らない人が多いと思います。なのではじめは、そういった人たちが興味を持つものを多く置けば良いのではないでしょうか。例えば、小説の中でも映画や
ドラマの元になっているもの、ライトノベルや漫画等で良いのではないでしょうか。

図書を電子化して、より身近なものにして若者をターゲットにした図書館にすれば良いと思う。本だとなかなか読みに行くのが面倒くさかったり、行ったと
してもつまらないから読書が苦手と言っているのではないか。だとしたら、そういう人たちが図書館に行って、何か利益を受けるような仕組みがなくてはい
けないだろう。極端な例だが、行ったらお金がもらえるなら図書館の前には大行列ができるが、当然そんなことできるはずがない。ではどうすれば良いの
か。私が思うに、最も良いのは本を増やすよりまず、くつろげるスペースを確保することだと思う。皆で集まってのんびり話でもしたいという時に図書館に
行き、ついでに本でも読むということで図書館に行く習慣を作れば良いと思う。

図書館にもっと多くの漫画を置いて、男子が図書館に来るようにする。厚い小説ばっかり置いていると、小説をあまり好まない人は手放してしまうと思うの
で、あまりぶ厚くない小説の置いてあるコーナーを作ってみたりしたらどうか。会話の中で相手の趣味等を聞いて、それにあった本を友達が勧めたりするの
はどうか。

図書館の「閲覧室・自習室」を２つに分けたらどうだろう。「全くしゃべらない部屋」と「話しても良い部屋」。静かにしなければいけない空間というイ
メージのある図書館は、友達と遊びに行く場所の候補には入らない。でも話しても良い部屋があるなら、図書館は無料だし、おしゃべりの好きな人がたくさ
んくると思う。後はアンケートをとって「○○に人気のある本ランキング」を作ると、何も作らないよりは本が苦手でも親しみやすくなると思う。

図書館は本を読むだけの静かな場所というイメージがあるので、インスタ映えを狙ったタピオカ等の飲みものやスイーツやかわいい椅子等を作ると良いと思
いました。また、漫画や雑誌を増やし図書館に行く機会を増やせば、後々文庫本を読むようになると思いました。あと、友達と話しながら読書できたり、音
楽が流れている図書館があっても面白いと思いました。

私は自習をするのに図書館を使うことが多いのですが、自習をするに当たって休憩も必要になってくると思うのですが、図書館の近くに飲みものやちょっと
した食べものが食べたり飲んだりできる場所があったりしたら、勉強もしやすくなるのではないかと思います。

読書が苦手な人は、本を読むことが嫌いな人が多い。そんな人にも図書館へ行きやすくするためには、何かサービスがあったり、イベントがあったら良いと
思う。そしたら図書館に行くのが楽しくなると思う。他には、ポイントカードを作ったら良いと思う。そしてカード１枚貯まったら、こういうサービスがあ
るというものを作れば、ポイント集め目当てで行くということは少し違うと思うが、何回も行けば本を読む回数も増え、次第に本を読むことに対して抵抗が
なくなると思う。

まず、その友達の好きなものや趣味に添った本を紹介して、本に対しての苦手意識を払拭するようにすると良いと思います。また、本を読むには学校の図書
スペースや地域の図書館に行ったりしなければいけないため少し面倒だなとは思うので、もっと本を身近な場所にすると良いと思います。

自習しやすい図書館にする。近所に新しくできた大宮図書館を利用しようとしたところ、満席だったため自習することができなかった。自習の休憩中に読書
をしている人が多いと聞いたため、自習目的の利用者が使いやすい図書館にすれば、自動的に読書するきっかけになると思う。増席すれば友達を誘っての自
習もしやすくなるので、読書の輪が広がるのでは…。

図書館に行く習慣がない人にとって、急に図書館にいくのは難しいと思う。また、どんな本を読めば良いか見当がつかない。だから、ネットでおすすめの本
を配信したり、電子書籍の貸出しをしたらどうか。

読書が苦手な友達を図書館に誘うときは、最初から本を読むという目的で誘うよりも他の楽しみを目的に誘った方が良いと思いました。だから、地域の図書
館におしゃれなカフェを併設したり、中高生が好むような建物の見た目にしたりすると、今まで図書館に行かなかった若い人たちも図書館を利用するように
なると思います。それと同時に、本を読むことにも興味を持つようになると思います。また、映画化した作品の原作等を多く置けば、読書が好きではなくて
も読んでみようと思うのかなと思いました。

例えば、映画化された本を読めば、その後にその映画が図書館で無料で見られるようにしたり、ＤＶＤを貸し出したりすれば、本だけではよく分からなかっ
たという人も理解ができ、楽しむことができるのではないかと思います。そうすることで、本が苦手な人でも本を読む機会ができて、苦手意識を克服できる
のではないかなと思いました！

読書が苦手な人は、そもそも読むことが苦手だと思うので、まずはあまりページ数のない本を勧めるようにする。また、その人の好きなジャンルや興味を持
てるような本を勧めると、もっと効果的だと思う。

アニメーションを見させて「このアニメーションの小説版もあるから、読んでみなよ。」と誘ってみる。勉強スペースを作ることで、勉強の目的で来た生徒
も休憩時間に本を読んだりすることがあると思う。本が苦手な人たちの中には、学生で国語が苦手な生徒たちが、今まで授業で扱った文章しか知らない可能
性があるかもしれないので、自分から本を貸してあげて、読書の楽しみを教えてあげる。

まず友達にアニメーションを勧めることで物語に興味を持ってもらい、次に漫画を推めることで活字を読み、本を読むことの面白さを知ってもらい、最後に
小説を読んでもらい、絵がなくても頭の中でどういう状況か等を考えられるようにし、それから色々な本を勧めて図書館に誘ったりする。それが読書を好き
にさせる方法だと思います。

学校で読書を勧めるポスターを作る。読書が好きな人が、読書が苦手な人と図書館に本を紹介したり、図書館に勧誘する。

自分のいる教室に学級文庫がない場合は作り、休み時間に積極的に本を読めるようにする。そして、１人１か月1，200文字の読書感想文を書かせ、出ない人
を居残りさせる。これを実行することによって、たくさんの生徒に本を読ませることができる。

家に本を送り１か月以内に感想文を求め、それに応じてポイントがつけ（何ポイントになるかは審査員が読んで決める）、市内の買い物に使えるという、地
産地消もでき、子どもの読書推進もできるという２つの面で合理的な案である。また、お金が絡んでくるので、親が子どもに本を読む事を勧めるだろうとい
う効果もあり、あまり意欲がないという人でも本を読むことが自然に強要されると考えた。

まずアニメーションや漫画を見て、その小説版を読むことで、読書が苦手でも本を勧めたりすることができると思います。そのためには、電撃文庫等アニ
メーション化されることが多い文庫の本をもっとたくさん置くことで、よりたくさんの人に図書館にいくきっかけを与えることができると思います。

大宮図書館がシンプルになり過ぎて、使いづらく気軽に本を読むことができにくくなっている。

漫画は読みやすく、内容も簡単なものが多いので、まず漫画から勧めていけば良いと思う。漫画は本を読むための入口になると思う。そのために、学校でも
漫画の読書を許すべきである。僕は先日、読書で漫画を読んでいたら取り上げられた。その理由が僕には分からない。自分は読書をしていただけなのに、将
来読書が苦手じゃなくなるように漫画を読んでいただけなのに。学校で漫画を読むことは悪いことではない。

本を読み、その読書記録を登録することで、回数や内容に応じて特典を与える等をしたら良いのではないかと思う。また事前に趣味や年齢層等を登録してお
き、新着の本のおすすめがあれば、それをメール等で個々に応じて配信することで、自分の読みたい本が来たら読んでみようと思えるかもしれない。また、
本を借りに行く手間が省けるように、難しいだろうが配送サービスとかがあれば良いと思う。



まず、本が苦手な人に本を好きになってもらおうということはやらなくて良いと思う。その人が自分から本を好きになってから図書館に行けば良いのであ
る。そのためには、本の魅力を伝えたり、本を読むことで得られること等を知らせることが大切である。

小さい頃から本を読む習慣があると、読書への抵抗感が薄くなると思います。なので、図書館での家族で参加できるイベント等があると、子どもを連れた家
族も参加しやすく、小さい頃から本に親しみやすくなると思います。例えば絵本の読み聞かせや、図書館スタンプラリー等です。中でも大型紙芝居には、自
分自身も小さい頃とてもワクワクしたので、そんな企画があると良いと思います。また、中高生に対して読書の習慣をつけさせたいなら、本に触れる機会が
増えるような取組を学校で行うと、読む人も増えると思います。

図書館に漫画等があったとしたら、本を読むのが苦手でも読む人もいると思うので、漫画を多く図書館に入れたら良いと思う。それに、図書館に読書が苦手
な人でも読みやすい本のコーナーを作れば、より良くなると思う。図書館の中にカフェを作って休めるスペースを作ったら、カフェに来たくて来る人も図書
館を見に行ってくれると思った。

今は雑誌等も図書館に置いてあるから、それをもっと増やして雑誌のために来る人を増やせば良いと思う。図書館に何度も足を運べば、必然的に本にも興味
が湧いてくると思う。

私は図書館をもっと利用してもらうには、もっと細かいジャンルごとに分かれている棚等を作ったらどうでしょうか。今の図書館内は小説や新書等おおまか
に分けられてしかいなく、自分の読みたい本（例えば、スポーツをテーマにした小説を読みたい）等を見つけるのが大変です。なので週替わりや月替わり
で、小説ならスポーツやミステリー、青春もの等のそれぞれおすすめの本を集めている棚を作れば、本が見つかりやすくなり、本を読む人も増えるのではな
いかと思います。

私は、読書が苦手な友達を図書館に誘ったり勧めたりするには、相手の興味のある分野についての本から始めるのが良いと思います。全部読ませるのではな
く、読みたいところだけで最初は良いと思います。そこから、段々色々なジャンルのものに触れ、本が面白い、楽しいと思ってくれることが重要です。そう
したら、本に抵抗がなくなると思います。

その友達が興味がある分野から話を広げ、その分野の本を勧めたり、文字が羅列しているのが苦手だという人には、図や絵がたくさん載っている図表の本か
ら勧めてみるのも手だと思います。また、映画等で実写化されたものの原作を、映画とは少し違った話が楽めるや続きが読める等といって、強く勧めるのも
良いと思います。あと、図書館でしゃべる場所等を設けるとして、本について語れる場所があっても良いと思います。

学校の調べ学習等で、積極的に図書館を使うようにする。本だけでなく、ＤＶＤやＣＤも借りることができる図書館を増やす。メディア化された小説等をお
く。図書館の館内表示をもっと分かりやすくしてほしい。自習室を広くしたり、もっと使いやすくしたりする。図書館の臭いを改善してほしい。交通の便が
悪いので、もっと駅の近くにしてほしい。早くに閉まってしまう図書館が多いので、もっと時間を延ばしてほしい。椅子だけじゃなくて、リラックスして本
が読める空間を作る。

本に漫画を加える。→教育上ＯＫな漫画。本屋のイメージをやわらかくする。→本屋さんの外部・内部を明るくする。配置の整備→正確かつ分かりやすく、
普通の人が見ても分かる程度。

図書館に本を読む以外のコーナーを作り、色々な本が図書館に来るように。→流れで（ついでに？）本を読むようになるのでは。学校でおすすめの本を紹介
する機会を増やす。→紹介した本に興味を持つかもしれない。本の面白さを教えてほしい。学校に図書の授業を設ける。→本を読む機会、増える。英語の本
等を置いてほしい。デコレートしてほしい。読み聞かせ？（小さい子向け）

誰もがゆったりとリラックスして本を読めるように、寝転がって読めるような空間を館内に作る。

読みやすい本を紹介する。→長い文章でないものや、テーマが難しくないもの。その人の趣味等、興味があることについての本を勧める。

勉強しやすいスペースがたくさんあると、図書館に行く気が増えると思う。そして、目に見えるところに中高生に人気の本や、教科書に載っている本等を置
くことで、自分が読みたいと思える本にめぐりあいやすくなると思う。勉強に追われて本をゆっくりと読める時間がないので、朝読書の時間を設ける等、毎
日本と向き合える時間がほしい。

私は、読書が苦手な友達を図書館に誘うためには、本人の好きなことや趣味にまつわる本を探し、紹介すれば良いと思います。例えば、好きなスポーツがあ
る場合は、それにまつわるカラーのもの等、読みやすそうな本を用意します。すると、白黒で小さい字の本でも読めると思います。このようにして友達を誘
うと、もっと良くなると私は思いました。

読書が苦手な人には色々な理由があると思いますが、そのうちの１つに「堅苦しさ」があると思います。もっと本にとっつきやすくするために、まず内容が
簡単であまり厚くないもの等から読んでもらえれば、あまり読書に対する低抗をなくせるのではないかと思います。なので、まず読みやすそうな本を集め
て、選べるような特設コーナーを図書館に設置し、まず読書に興味を持ってもらえるように工夫すると良いと思います。

図書館（市立ｏｒ区立ｏｒ県立）が、県や市からの補助金をもとに人通りの多い大通りや駅前等で、Ｈｉｔ本や最近話題の本等をＰｉｃｋ　ｕｐし、小売店
的なものを作る。今流行っているタピオカ等を売る時に、ファイルかカップにおすすめの本を印刷して広める。自販機のキャンペーンにする。

図書館をただ「本が読める」だけの場所にしないほうが良いと思う。勉強のしやすい環境を作ったり、フードコートを作る等、～しに来たついでに本を読む
という状態が作れれば、本を読むようになると思う。また、本を著者名やあいうえお順に並べるのではなく細かい分類に分けることで、「本を探す」という
よりは「知りたいテーマに対応した棚を探す」になり、読みたい本がすぐに見つかり本を読みやすくなると思う。本を読んでいない人は、その人が気に入る
テーマがより見つかりやすいように興味の出そうな本をおくとより良いと思う。

苦手な人からでも読みやすい本等を集め、そのような本だけの施設とかコーナーを設置する。また、借りた本の分だけポイント等が留まるシステムを作り、
ある一定のポイント数が留まったら、何かしらささやかな景品とかをプレゼントするとかでも良いと思う。何かしら借りる側が、もっとお得になりそうだな
と思わせるようなことをすれば、誘いやすく勧めやすいと思う。勉強スペース等を確保し、少しは話せるスペースを設ける。その近くに参考者とか問題集等
を置くのもありだと思う。

本を読んで感想文を書いて、図書館の人に感想文を読んでもらい認められたら、図書カード等の景品がもらえたら良いと思う。景品があると、もらうために
がんばろうと本を読もうとし、そして感想文を書いていくことにより、国語力の向上につながると思う。図書館の施設を紹介する。図書館に行ったことがな
い人は、図書館という場所はただ本があるだけというイメージがついて、行きたがらなくなると思う。自習室で勉強ができるやパソコンがあって調べること
もできる。ＣＤ等で音楽がきけるという魅力を紹介すると、図書館に行ってみようと思うから、この２つのことをしたほうが良いと思う。

多くの中学校や高等学校に通う人たちは、よく家で集中できない解決策として、図書館に通うということをしています。なので、席の数を増やし、そういっ
た人たちを引き込めれば、図書館に行こうとする人は増えると思います。さらに予約席といった子どもたちにも取りやすい制度を入れ、その予約をするため
には、ある本を読んでテストを解き、点数が高くければポイントがつくというサービスを加えると、本を読もうとする人の幅がどんどん広がっていくと思
う。

図書館に行って本を何回も借りると図書カードがもらえたり、しおりがもらえたりするサービスがあると図書館に行きたくなると思います。まず、最近人気
な漫画の小説版を勧めることで、小説を読むようになるかもしれない。学校で数分でも良いので読書の時間を作ることで、本を読む機会が増えると思いま
す。今、流行りの本を置いておくことで読みたくなるし、そうすれば図書館が遠いという人も読みやすくなると思います。

読書が苦手な友達を図書館に誘うには、例えば「図書館に行くたびにポイントをもらえて、そのポイントがある程度貯まったら、何かプレゼントする」と
いったシステムを作れば良いと思います。自分は最初からいきなり読書を好きにさせようとするのではなく、本を読ませる機会をなるべく増やしていって、
少しずつでも本に関心を持ってもらって、読書を好きになってもらった方が良いと思いました。また、学校でも読書の時間があれば良いと思いました。子ど
もの頃から本に触れる時間を作れば、それが習慣となっていくだろうと思ったからです。

自分の所属している部活や好きなこと、趣味、得意な教科に関するような、その人が興味を持つような話題の本から読みはじめるようにすると良いと思う。
はじめは自分の興味を持っていることに関連するような本しか読まないかもしれないけれども、１冊の本を全て読みきる達成感や自分の見聞が広がることを
体験することによって、次第に自分の興味を持っていない文野に関する本や単純に目に入ってふと興味を持った本も読むようになると思う。本を１冊借りて
その本に関する簡単な感想を書くことで、借りた分だけ何かがもらえるというような景品制にすれば良いと思う。



その友達が興味をひきそうな本を探して、本への興味・感心を湧かせる。図書館のデザインの雰囲気を変えて、若者が行きたくなるような感じにする。学習
スペースの間隔を広くして、もっと快適に自習に取り組めるようにする。人の性格や趣味情報でＡＩが診断して、その人その人に合った本を提供できるよう
なシステムを作る。

読書が楽しいという事を思うようになれば良いので、イラスト等がある本を紹介して、どんなところが面白いのかを伝えたら良いと思う。個人的には、小さ
い頃から本を読んでいる人で読書が苦手な人はいないと思うので、保育園や幼稚園で本を読む時間を強制的にとらせれば良いと思う。小学校で好きな本の面
白さを紹介し合ったり、グループディスカッションをしたりすることを増やしたら良いと思う。クラスの中に、それぞれのおすすめの本を週ごとに更新し
て、発表するのを良いと思う。何より本を読んでいる人は地味というイメージがなければ、随分改善されると思う。

まず、何故子どもが図書館に行かないかというと、まず本に興味がないし、あったとしても家から遠いから等だと思います。そこで、子どもにどうやって本
に興味を持たせれば良いかというと、例えば学校で短くても良いから読書専用の時間を設ける等すれば良いと思います。そして、図書館に行くのが面倒臭い
という人が多数いるかもしれません。その場合は、流行りの本等を集めて、近くの公民館に持っていくとかをすれば良いと思います。

僕は読書が苦手な人というのは、読書に興味がない人というのではないかと思います。実際、僕も読書が苦手で本もほとんど読みませんが、その理由は特に
読みたい本がないということや本を見てもその本を読みたいと思わないからだと思っています。人にはそれぞれ好きな本の分野が１つはあるとは思います。
僕も１つくらいならありますし、そのような感じの題名の本を見たら、見てみようかなとは思います。なので、多くの人から好まれる分野である本で分かり
やすい題名の本をより目立つところに置いておくことによって、その人が本を読み始めるきっかけを作ることができるのではないかと思います。

そもそも何故、読書が苦手なのかという理由について考えてみましょう。たくさんあるとは思いますが、大きな物には活字が苦手だったり難しい内容が苦手
等があると思います。これへの対処として、活字がない物を勧めるとか、簡単なものを勧めるという案に僕は反対です。それは根本の解決になっていない
し、そういうものには、それ独自の良さがあるからです。そこで僕が思うのは、一度読んでもらうことです。本が苦手な人は大抵、読まず嫌いでもありま
す。一度読めば、楽しいからまた読む。そして、また楽しいからまた読むという良いスパイラルができ上がると思います。

もっとたくさんのライトノベルを取り扱う。→最近の人はアニメーションや漫画に関しては意欲的になるから。挿絵の多い本を読ませる。→文字だけだと、
もの凄く眠くなるから。もう少し図書館に行きやすくする。→自転車の通りやすい道を作る、バス停作る、駅近にする等、行きにくいと嫌になる。セルフレ
ジみたいにする。→借りたいけどライトノベルとかだと少し借りづらいものが多いので、気にせず借りれるようにしてほしい。

まずは読書をすることの楽しさを分かってもらうこと。よく「本を読もう！」と勧めるポスター等はよく目にしますが、読書をすることの楽しさを分かって
いない人が見たところで理解してもらえません。なので、読書を勧めるのではなく、読書の楽しさを紹介するポスターを作ることで見る人が「読書ってこん
なに楽しいの！?」と興味を持ってくれると思います。また、読書は良い勉強になるということをよく分かってもらうことです。読書をすることで、単純に漢
字や言葉等の知識も身につくし、読書による疑似体験によって、実際自分の身に起こることなく様々な出来事を学ぶことができます。勉強が嫌だという人も
たくさんいると思うので、読書をする人が増えると思います。

漫画を置く！！漫画喫茶ならぬ本喫茶みたいな図書館を作って、飲食ＯＫ、寝る場所も作る。ソファー設置。勉強スペースを広くする。みんなに人気な本を
入口に置く。→売れている本・雑誌・漫画等。ジャンルを選択したり簡単なアンケートから、おすすめの本を紹介してくれる機械を設置する。広いスペース
にソファーや大きい椅子、座り心地の良い椅子をたくさん置いて、居心地を良くする！！タピオカ飲み放題にする。

図書館に漫画等を置いて、はじめの方はそれを読んで、その漫画を読むために図書館に行き、その内に漫画以外の活字の本も読み始めるかもしれないので漫
画を置く。読書のメリット、得られることやおすすめの本等について書いてあるポスターを作り掲示する。自分も自習のために図書館に行くことが多いの
で、自習スペースを多く作って学生をキャッチして、その勉強の間に本を読むことをすすめれば良いと思う。本を借りたら１ポイント！というようなリ
レー？をはじめれば良いと思う。

学生に学校の図書室や地域の図書館をもっと利用したいと思わせるためには、図書室や図書館に行くことに何かしらのメリットがあれば良いと思います。例
えば、本を○冊借りたら図書カードがもらえる等のシステムを入れれば、利用したいと思うようになると思います。また、学生の読書時間を増やすために
は、学校生活の中に読書の時間を作れば良いと思います。例えば「朝の○時から○時までは読書の時間」等と決めれば、好きな本を選び読むことができると
思います。

読書が苦手でも、図書館には本以外にも閲覧席でテストの勉強ができたり、集中できるような雰囲気なので誘えると思う。図書館の下にお店があるところ等
は、買い物するついでに友達を誘ってみても良いと思う。最近は映画化された本があるので、本→映画も視点が変わって楽しいと思う。

図書館で本を使ったクイズラリーやスタンプラリー、迷解きゲーム等をやってみる。ジャンルや作者等の指定をすると、ＡＩや司書さんにおすすめの本を選
んでもらえるサービスをする。本の感想本やレビュー等を見られるシステムを図書館にあるパソコンにつけ加える。季節ごとに図書館の装飾を変えたり、新
しいものを使ったりする。

例えば、本が原作でドラマ化や映画化した作品を見たりして、その内容に興味を持ってもらえれば、読書をする子どもも増えると思います。また、読書はつ
まらないや本は難しいというような固定概念を捨ててもらうために、自分にぴったりな本を探し出会ったりする経験をすると、より興味がでるのではないか
と思います。図書館の自習スペースを増やしてもっと快適にしたり、ショッピングモール等と憐接した構造にすると、家族や学生等もっと幅広い層の人たち
が利用しやすくなり、もっと読書をする人も増えると思います。

ドラマ・映画化されてる本だけで括りを作って、そのＤＶＤ・ブルーレイも一緒に置いておき、映像化された方から入ってもらう。好きなタイプの本の条件
（というよりかは、どういう設定やキャラクター、はたまたストーリーのタイプや主人公の性別なのか）を入力して調べてくれるシステム。こういうのはだ
め、ああいうのはだめという決まりを取り払って、マイナーな本も集めて紹介する。漫画も一緒に置くことで、その漫画のノベライズも流れで読んでもら
う。恋愛物に関しても、王道なものやこういうのがウケるだろうのような本以外の個性的なものを置いてみる。

例えば、図書館で本を○冊借りたらくじびき券がもらえて、オリジナル商品がもらえます！等というようなイベントをやったら良いと思う。それから、さい
たま市の通信みたいなので、今月の本みたいなおすすめの本の紹介ページみたいなのを入れて、みんなに配ったら良いと思います。あと、図書館に漫画とか
も取り入れれば、それを読むために来て、本ももしかしたら読むかもしれません！

いきなり夏目漱石のような作者の難しい本を勧めても読みづらいと思うので、例えば、その友達が好きな内容（アニメーション等）の本を読むように話して
みるのが良いと思う。あるいは、文字を読むという固いイメージがある人に対しては漫画等から勧めてみて、そこから少しずつ軽い読み物を読むのでも良い
と思う。あと、図書館に対するイメージが真面目に読書をする静かなところというような、少し距離を置いている人も少なからずいると思うので、図書館で
のイベントを増やし、図書館に対して愛着が湧くようにするのも良いかもしれない。そして最終的には多くの小中高生が、休日や空いている時間に図書館に
通うようになったら良いなと思う。

読書月間を作ったり、またその存在をもっと有名にすることによって、学校の図書館、町内の図書館の利用を進めるべきだと思う。また、図書館でのもよお
しをもっと増やすべきであると思います。小さい子向けの紙芝居や小中高生向けの学習についての構座や夏休みの自習コーナーを作ると、もっと良くなると
思います。そうすることによって、本に興味をもっていない人も図書館へ行くきっかけを持つことができ、そこから本を読むことにつながると思うので、図
書館に興味を持ってもらうことが１番大切なのだと思います。また、図書館を明るい場所にすると良いと思います。

本について短くまとめ、読みやすくする。図書館で勉強できるスペースを作る等、図書館の環境を良くする。本について関わる機会を市をあげて増やす。本
＋何かできるように図書館でもする。

普通の本何冊か読めば、漫画が無料で読めるようにする。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めることは、とても難しいことだと思います。何故なら、苦手なものを得意、または普通と考えさせるのが、と
ても難しいからです。そこで自分が考えた解決方法は、漫画から入ることです。本が嫌いでも漫画を嫌いな人は少ないです。なので、最初に読書が苦手な友
達がいたら、漫画で人をつるべきだと思います。

読書を授業の一環とし、その読んだ内容で10分間発表する。１冊本を読むごとに有給が増える。

読書を目的とせずに図書館に行く（自習学習等）習慣をつける。元々図書館に行くという習慣さえついていれば、自然と本が目に入るため、読むきっかけと
なる。ましてや、それは図書館のスペースが快適かつ多様性でなければならない。よって、図書館の設備等を高める必要がある。特に中高生や小学６年生等
は勉学により、そのような環境が必要となるため、やはり図書館のスペースから考えていくべきであると推測する。



強制的に連れていく。学校の行事として１年に何回か図書館へ行くイベントがあれば良いと思う。また、文学書は苦手な人にとっては難しいものなので、最
近の事柄について書かれていて、イラストや図が多めの本を入口の近くに置いておくと、なお良いと思う。

図書館の入口等見える場所にショート・ショート等読みやすい本を置いて、より多くの人が本と接するようにすること。

図書館にもっと気軽に入れるようにしたら良いと思う。重苦しいイメージが強い。読みやすい本を何冊かピックアップして勧める。今放映されている話題の
映画の小説等。どこに図書館があるか知らない。

相手の趣味に寄り添ったものを提案して、それで興味を持ってもらう。

図書館の近くに公園を作り、その公園の休憩の時にでもまずは立ちよってもらう。その後、本になじんでもらえるように子ども向けの企画をやる。

図書館に漫画を置けば、もっと人が来ると思う。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするにはと問われても、別に友達を図書館に連れて行くだけだと思います。また、本を勧めるだけなら
ば、本を渡して読ませれば良いと思います。でも、そもそも最近はスマートフォンという便利なものがあるので、別に図書館に行かなくても本は読めます。
電子書籍の欠点としては、無料で読むことができないということです。それに関しては無料で読める図書館は電子書籍よりも勝っています。ですが夏であれ
ば暑い中、冬であれば寒い中、図書館まで行くのは面倒です。また、無料で読めるのも期限があります。これらの点に関しては電子書籍のほうが勝っていま
す。図書館にわざわざ行く必要はないです。

厚くて読む量が多い本は、読書が苦手な人には読むのが難しいので、短い本を用意しておいた方が気楽に来れると思う。ポイントカード等を作り、来る時の
モチベーションを上げると、もっと良くなると思う。

まず最初に原作がライトノベルのアニメーションを見せて、ライトノベルに興味を持たせる。そしたら、他の面白そうなアニメーションを見ようとする。そ
したら、本屋や図書館に誘ってみると、来る可能性があるので、無理やり連れていく。

読書が苦手な人にはまず本を読む習慣をつけさせたり、この本を今すぐ読みたいと思わせる本の紹介する等をする。それから、その紹介した本を苦手な人が
読み終わった辺りで、次の本を紹介していったら次第に自分から面白そうな本を探して読むようになって、読む速度が早くなっていって、難しい本も読める
ようになっていくと思う。図書館に誘うには「勉強しよう」と言って誘えば良いと思う。

図書館は静かで小説とか調べ物をするというイメージが強いので、少しだけ漫画を置いたりするのが良いと思う。何故なら小説とかより漫画の方がやわらか
いイメージがあるし、漫画もある！というイメージがつけば、図書館を利用する頻度も増えると思うからです。後は、パソコンをフリー開放するというのも
良いと思います。何故なら本の検索だけでなく、インターネットも使えるようにすれば、まじめな場所をいうイメージがくずれて行きやすくなると思うから
です。また、音楽プレイヤーを貸し出すのも良いと思います。中には音楽を聞きながら本を読みたいけれども、図書館だと中々それができなくて来ない人が
いるかもしれないからです。つまり、図書館に対するイメージを根本から変えるべきだと思います。

例えば漫画でも良いので読みに行こうと誘ったり、学習をするために「一緒に行こう」と誘ったりする。公園を図書館の隣に建てて、子どもが多く来るよう
にすると良いと思う。さらに食堂を作ったりし、人が来やすいようにしたらどうかと思う。

僕は、読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めるには、図書館に自習スペースを多く作るのが良いと思います。休みの日に勉強会等をする時にスペー
スがないと困るけど、図書館に自習室があれば学生が図書館に集まって、暇な時に読んだりするようになると思います。図書館を駅にくっつけたりしたら、
学校帰りが遅くなっても中で楽に借りることができるようになるので良いと思います。

友達を図書館へ強制連行する。ドラマが好きな友達だったら、そのドラマの原作の小説を紹介する。また、その小説を書いた著者を紹介し、系列の著書を勧
める。漫画が好きな友達だったら、その漫画と同じような内容の小説を紹介する。

一緒に勉強しようと言って、図書館に連れ込む。

図書館に行くための意欲を友達に持たせるために、図書館に本を借りに行く時や自習をしに行く時、もの調べの時に図書館を利用する度にポイント制にし
て、ポイントがある程度貯まったら、ほしいものやほしい本や漫画をあげる。図書館では、色々なコーナーや企画がある。しかし、今ではあまり興味がない
場合もあるので、どのような企画をしてほしいか募集する。

勉強を建前として図書館に連れ入み、自然に本を読ませる。読んでくれるまでお願いする。

本を借りるとポイントが増え、図書カードがもらえる制度を作る。

図書館に行くとポイントがもらえ、それで賞品に換えられるような仕組みを作る。ゲームセンターの入口に図書館を作る。

幼児向けから読ませる。映画等で内容を分かっているものを選ぶ。絵つきのものを選ぶ。ゆっくり読ませる。漫画から入らせる。映画と同時くらいで読ませ
る（止めたりして）。

小説が苦手な人の苦手な部分として「活字だけだと飽きて、すぐにやめてしまう」「数百ページあると、手に取るのに気がひける」等のストーリーや内容に
たどりつけないので、その対策としては…

まずは、簡単に手軽く読める本を中心に読ませる。そして、少しずつ難しくしていく。最終的に長文も読めるようにしていく。他にも、好きな事柄がテーマ
の本を読ませる。絵や図解をたくさん使っている本を読ませる。文字が大きめの本を読ませる。

１か月に１回、図書館司書のおすすめの本を提示して、読書が苦手な人に読ませてみる。もしもその本が気に入ったら、そのシリーズの本を借りにくるかも
しれないし、また違う本を借りにくるかもしれない。学校が強制的に２か月に１回ほど、読書感想文を書かせるようにすれば、読書が嫌いな人でも本を読む
ようになる。まずは、ＣＤや映画のＤＶＤ等から借りるようにして、それから本を読んでもらう。

私は勉強を一緒にするという名目で、一緒に図書館に誘います。なので、図書館にもっと勉強できるスペースと環境を作れば、図書館に人がたくさん来ると
思います。あとは、本の新書が取りそろえられてたり、本の著者順ではなく本の系統ごとにまとめてあって紹介文が置いてあったりすると、本に興味・関心
が出る人が増えてたくさん本が借りられると思います。映画化された本を並べるのも、苦手な人も読みやすいと思います。あとは、図書館の施設の整備を整
えて、カフェや雑賀店等を並設したり、公園・トイレ等の公共施設をきれいに保つこともイメージアップで集客につながると思いました。

図書館で本を借りて、小さい専用の用紙に３行くらいの感想を書いて返却の時に提出すると、「タピオカ50パーセントＯＦＦ」とかもらえる。図書館にもっ
と新作の本を入れるべきだと思う。ただの本だけじゃなくて、ファンブックとか置くと良いと思う。図書館と本屋を併合して、読んで面白くてほしいって
なったら買えるようにする。定期的に古本市を開いて、ふれあいの場を設ける。

まずは、短編小説を勧めてみたら良いと思います。長い文章を読むのが嫌いという人が多いと思うからです。読書とは必ずしも小説等の文章でならなければ
ならないということはないと思います。なので、その人が興味がある画集や絵本を読んでみるのも一つの手だと思います。毎日、時間を毎朝10分等と決めて
習慣づけるのも良いと思います。習慣づけることで、好きにはならなくても興味をもつことができると思います。自分の興味を持てることを本を読むうちに
探すこともできます。このような理由をつけて誘うのも良いと思います。図書館に行くには学校で定期的に促すか、学校の授業の一環として市内の図書館に
行くのも良いと思います。交流もできるので、一石二鳥になるかなと思いました。

漫画を読みやすいから、本が原作のコミカライズ版で入ってからその本を読んでもらうとか、逆に漫画からノベライズ版を読ませると、本に興味を持っても
らうことができると思う。

誰もが見たことがあるようなアニメーション、映画、ドラマの本を勧めてみる。分かるような聞いたことのある本なら手に取りやすいし、読む気も起きるか
もしれないから。表紙の絵がきれいなもの等、興味が湧くようなものを勧める。流行りの漫画とか。



私が、読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりする方法は2つあると思います。1つ目は図書館を利用することでポイントが貯まり、特定の数のポ
イントが貯まったら景品等がもらえるというシステムを作ることで、初めは景品を目的に来ていても、それがきっかけで本を読むようになったり。自習をす
るようになる人も多くなると思います。2つ目はもっと自習ができるスペースを増やすことだと思います。私も図書館はとても静かで分からないことは調べる
ことができるのでよく使うのですが、特に休日は特にそういった目的で来る学生も多く席が空いていないこともよくあるので、もっと自習スペースを増やす
ことで頻繁に利用する人がいつでも使えるようになれば、その人たちの習慣になり、利用者も増えると思います。

その友達の趣味に関する本を用意してあげれば良いと思います。読書が苦手でも自分の興味あることだったら読みやすくなると思うからです。また、図書館
にも少し工夫をすれば、もっと良くなると思います。例えば、図書館の外装等を少しカラフルにして入りやすい雰囲気にしたり、内装も少し飾り付けしたり
して楽しい空間にすれば、小さい子でも楽しめると思います。図書館でイベントをこまめに開催して地域に宣伝すれば、それに興味を持って来館してくれる
人も増えると思うので、それもアリだと思います。イベントは「ビブリオバトル」等、本を紹介するようなものが良いと思います。

読書が苦手な友達にも好きなことが必ずあります。例えば、ダンスが好きな友達がいるとしたら、ダンスに関しての本をおすすめしてあげれば良いと思いま
す。自分の好きなジャンルの本だったら「本」というものに抵抗なく読めると思います。あと、映画化された本が良いと思います。映画化されて内容がなん
となく分かっているものであれば、抵抗なく読めると思います。

図書館でイベントを開催したり、芸能人を呼ぶ。人がいないでも借りられるようにすることで、人が苦手な人は図書館に行きやすくなると思う。図書館に
「乃木坂46」の写真集を置いたり、人気の本のコーナーを作ると、気軽に行ったり本を読みやすくなったりすると思う。アニメーションとかとコラボするの
はどうか。公式Ｔｗｉｔｔｅｒとインスタグラムを開設するのも良いと思います。Ｔｗｉｔｔｅｒは内の人のユニークさで選ぶとバズりやすくなります。Ｂ
ｏｔみたいに同じことばかりつぶやくのは、あまり良くないです。

私は、本が苦手な友達にまず勧める本は、短くて読みやすい本やイラストがかわいくて興味を持てるような本を紹介します。そして、隣で本を読んで「やっ
ぱり本は良いな。」とか「この本、すごい面白い！」等言って、本が面白いということを伝えて、自分も本を読んでみたいと思わせます。そしたら、本の面
白さに気付いて、きっと本を読んでくれると思います。

勉強しに行くという名目で図書館に友達を連れていき、そのついでに自分の好きな本や読みやすいと思った本を勧める。側にいて読むように促し、その本が
だめそうだったら小学校低学年向けの本も読ませる。とりあえず感想を聞き、同じ系統のものも読ませる。

中高生は、ほとんどの人が受験勉強や試験対策をしていると思うので、問題集や参考書等の特別なコーナーを図書館に設置したら良いと思う。読書時間を設
けることはとても大変だと思うので、そもそも学校で読書をする時間を設ければ良いと思う。例えば、朝学校に登校したら30分読書を必ずする等学校で習慣
づければ、自然と家や外出先でも読むようになると思う。そもそも読書をしない人に対しては、まず入門として漫画を読ませれば良いと思う。

読書が苦手な人は、本はテストに出るような小難しいものばかりだと思っている人が自分なりに多いと思っています。また、読書が苦手な人は時間の無駄を
思う人も多いと思います。だから、まず読書に対するイメージを変えるのが良いのかなと思いました。そして、論説文等難しそうな作品を勧めるのではな
く、ライトノベル等の読みやすい作品を勧めるのが良いと思いました。また、勉強を図書館の自習スペースでしよう等と誘い、その自習が終わってから本を
見たりするのが良いと思った。また、本を持ち運びして電車やバスの移動時間等の空き時間に読めば、日に日に好きになるのではないのかと思いました。

読書が苦手な人は、時間がないとか面倒臭いとかで行かないと思います。でも、そんな人の中にも音楽が好きな人はいると思うので、図書館にＣＤがあるこ
とをＰＲし、できるだけ新曲のＣＤを集めたり坂道グループのＣＤを集めてＣＤを借りる人を増やし、そのついでに本も借りてもらうというのが良いと思い
ます。また、自習スペースをできるだけ広く作って、図書館に勉強する人を増やすのも良いと考えました。さらに月１くらいのペースで、ドリンクや食べも
の等を用いたイベントを開き、参加条件として「本を数冊以上借りた人」等と制限づけることで、図書館に足を運び本も借りてくれると思います。

そもそも本を読まない人の大半は、読むのが面倒臭いから読んでいないと思います。例えば、国語のテストで少し面白そうな物語文があったとしても、そう
いう人は絶対に読まない。でも音楽等、外で少し聞こえたのを歌詞検索等して聞くというのは誰でもすると思います。なので、本もそういうものになれば良
いと思います。いちいち図書館に行かなくてもスマートフォンで本をパッと読めるようになれば、それが結果的に図書館に行く人を増やすことにつながると
思います。

友達にまず簡単な本等から始めてもらうのが良いと思います。いきなり長い本だと慣れないので、時間もかかり大変だと思います。読みやすい本から始めさ
せて、少しずつ本を読む量を増やせば良いと思います。本をあまり読まない人だと、本を読む時間をすぐに作ることはできないので、本を読む時間を設ける
ようにすれば、せっかくだからもっと読もうと思うようになると思います。本を読むことを難しいし時間がかかるものだと思ってしまっていると思うので、
そのイメージを壊せたら良いと思います。

その人に合ったおすすめの本を紹介するのが良いと思う。例えば、僕の友達はスポーツが好きだから野球やサッカー等、相手の興味がある分野の本をおすす
めすると良いと思う。また、僕は本を読むことがあまり得意ではないが、その理由は本を読み始める時がつまらないからだ。だから、読みはじめる手助けを
すれば良いと思う。例えば、２・３文くらいで本の中の人物構成や状況等の情報を伝えるものを作れば、その文を読んだ後に本文を読みはじめやすくなると
思う。また、その文を読んでからその本を読むかどうか決めることで、自分が読みたいと思う本を読むことができるようになると思う。

図書館に誘うなら、試験前等の日にテスト勉強を兼ねて勉強会等、色々イベントをしたら良いのではないかと思います。本を勧めるのなら、学校の朝に何時
～何時に何の小説を読むというのを毎日１か月程続けるようにすれば、シリーズ物とかを読んでいたら続きが気になり、図書館に行って本を読むようになる
と思います。また、小さい子向けに絵本を読んであげる等のイベントもすると良いと思います。

僕も本はあまり読みません。たまに父親等に本を勧められることはありますが、勧められて最後まで読んだ本はたった１冊しかありません。自分が興味を
持った本は読むことが多いのは事実です。そのため、興味を持てるようなきっかけを作ることが大切だと思います。しかし「本」というテーマでイベント等
をすると、本を嫌いな人は行きたくないと思うかもしれないので、「本」というテーマではなく、例えばスポーツ等をしてから「このような本も出ているの
で、是非読んでみてね！」ぐらいの感じでやったら、もっと良くなると思います。

今の子どもたちはもちろん、自分も含めて本から離れてしまっているように感じています。学校でも「読書ノート」を夏休みや冬休みに出されていますが、
それだけでは少し、本を読む量が足りないかなと思います。そこで、勉強をするためにまず図書館に行き、その勉強の間で本を読むことをすれば良いと思い
ます。そうすることで、今まで全く本に触れ合ってこなかった人も、少しずつ本に触れ合うことで興味を持つと思うからです。また、自分のおすすめの本も
積極的に友達に紹介していくことで、その友達の本のイメージを変えることにつながると思いました。

本の表紙のカバーに良い写真を貼ったら、みんな見ると思います。それか、駅のホームに置いたら、待ち時間に読みそうと思う。それか、図書館をもっと快
適な、例えばカフェとかにすれば、暇な人が来て読みそう。あと、借りる手続とかを簡略化できたら、手軽になりそう。それか、100冊借りたら○○が当た
る！みたいにすれば、借りそう。

僕は、図書館に他の面白いものを設置するか、図書館をもっと気軽に行ける施設にすれば良いと思います。他の面白いものというのは、例えば既にあるかも
しれませんが、コンピュータか何かで映画やドラマを見られるようにしたり音楽を聴けるようにしてはどうでしょうか。気軽に行けるようにするには、館内
でタピオカドリンク等を販売すれば良いかと。（タピオカドリンクだと本が汚される可能性があると思いますので、あまりやらない方が良いです。）以上の
ように考えましたが、正直に言わせていただきますと、本が苦手な理由が分からないと解決法は出ないと思います。

自習スペースを広げたらどうでしょうか。私自身、読書が苦手ですが、自習をするためによく図書館へ行きます。図書館は勉強するときに誘惑に負けず、ま
た落ち着ける良い場所だと思うんです。自習スペースを広げて図書館を利用する学生を増やせば、休憩時間に本を見てくれる人が少しは出て来ると思いま
す。また、勉強中たくさんの本に囲まれていたら、調べものも簡単にできます。次に学校の図書室のように「今月の１冊」のようなものを分野別に入口の所
に並べるのはどうでしょうか。もう行っているところもあるかもしれませんが、私自身、本を探すのが手間で、読みたいなと自分から手に取るような機会も
そこまでありません。でも入口に堂々と置いてあれば、自然に本が目にはいり、手に取る機会も増えると思います。そうすることで、本を読むのが遅い人で
も月１冊で新しい本を読め、図書館の利用者が増えるのではないでしょうか。

私は本を読みません。何かを読むのは国語の授業の時等です。何故本を読まないのかというと、時間がないこと、本を読むのは面倒臭いし、読んだ本の感想
や解釈を共有するところがないので、読んでもよく分からないまま終ったり、他の人がどのように解釈しているのか知るには、ネットで様々なページに飛ん
で調べたりするからです。そこで私は、さいたま市の図書館のホームページに本の感想を共有できる場を作ることを提案します。図書館のホームページなら
何個もページを開かなくてすみますし、今は誰でもスマートフォンを持っているので、簡単に使用できるシステムだと考えたからです。

フォトジェニックな図書館を作る。某夢の国だって、なんであんなに楽しいかっていうと、現実とは完全に隔離された空間があるからだと思います。だか
ら、図書館にもテーマを決めて、例えば「７人のこびとの森」とかいうテーマを決めて、まるで本当に森の中にいて、自分が物語の登場人物にでもなったか
のような空間でする読書はいつもとは一味も二味も違うものだし、若い人から高齢者にもウケると思います。



まず、手を出しやすい漫画等を図書館に増やしたりするのはどうか？と思いました。そうすれば漫画だけでなく、その周りにある本にも手を出しやすいと思
います。あと、学習スペースを増やす（広げる）、ないところは設置するというのはどうか？と思いました。そうすれば、休憩時間に本を手に取る人も増え
るのではないでしょうか。それに、読んだ本を一目で分かるようにし、達成感を感じられるようになるのも良いと思います。例えば、ポイントカードを作る
（読んだ本の数だけスタンプを押す）等です。

まず大まかな提案として、本を読む・借りる以外の目的で気軽に図書館へ足を運ぶことができるというものを挙げます。例えば、自習スペースを設けたり拡
張したり、または小説や漫画が原作のドラマを紹介したり見られたりするスペースを作ったりする等です。実際に私の学校の図書館にもあるもので、読書が
あまり好きではない私でも、自習スペース等を利用することから学校の図書館を利用して、時間があって本が読めるときに借りるようになったので、まずは
本を読む・借りる以外の目的で足を運べるようなスペースを作ったら良いと思います。また、たくさんやることを抱えて時間のない私たちが読みやすいペー
ジ数の少ない本のコーナーを作ったり、テーマ別ですぐに本が見つけられるシステムを導入することで、少しの時間でも本に触れることができたり、自分の
好きなジャンルや興味のあるテーマから気になる本を見つけて読むことができるので、あったら良いなと思いました。

私が提案したいことは、図書館を学生が行きたくなるような施設に変えることです。最近では、図書館がどんどん近代化していますが、まだまだ図書館には
重いイメージがあると思います。今の時代はスマートフォンも普及していますし、本を読むごとにポイント等が貯まるようなシステムを作ったり、図書館に
ある本の紹介等をしている図書館アプリ等を作ったりすると良いと思います。これからも図書館が心地良い場所になるように色々手を尽くしていけば、もっ
と良いところになると思います。

読書が苦手な人は、本が難しくて堅苦しいものだと考えていると思います。なので、本は面白いものだと教えるために、簡単な物語文から勧めてあげれば良
いと思います。図書館に行きたいと思わせるようにするためには、勉強に誘って図書館に行き、そこで本を読むように促せば読んでくれるかもしれないの
で、まず図書館に慣れ親しむように仕向ければ良くなると思います。日本人皆が本を好きになることで、図書館にもっとお金がかけられるようになったら嬉
しいです。

さいたま市の小・中学校で読書を勧めるポスターや作文を募集し、各学校に貼る。図書館で興味をひくようなポイントカードを作る。漫画や雑誌も置く。ト
イレを図書館だけきれいにする（学校）。おすすめの本を誰の目にも入るような場所に置く。学校で生徒が本の紹介する機会を増やす。学年ごとにその時
習っている国語の話の本を置く。毎朝、読書する時間を学校で作る。

本を読む人に本を読んでもらうには、今人気な本やおすすめな本の紹介を掲示するのが良いと思います。そうすれば、本を選びやすくなると思うし、本に対
しての興味が湧くと思います。本の紹介も工夫するべきだと思います。短い文で紹介したり、本の何行かを掲示するべきだと思います。本を読む前に紹介す
ら読む気をなくしてしまったら、意味がないと思うからです。

読書が苦手をいうことは診断されてはいないが、軽度の失読症の可能性があると思います。失読症とは同じ行を何度も読んでしまったり、似たような形の文
字が読めなかったり、読むのが苦手な脳の病気で、全国の５パーセントくらいが失読症といわれています。その子たちのために、本を読むのではなく朗読を
してあげたり、読みやすいように友達が文節文節で区切ったり、失読症でも本が楽しめるようにすれば良いと思います。私自身、多分軽度の失読症で、読み
たいけどひらがなばかりが連続してしまうと読みにくかったり、同じ行を何度も読んでいたり、本は読みたいけどなかなか難しいことがあるので、こうなっ
たら本が読みたくなります。

おすすめの本を友達が紹介したり、図書館に本を調べる機械を設置する。司書の方が好きな本の説明やプレゼンをしたり、あらすじを紙にかいて掲示する。
親子でも安心して行けるように、幼児用のスペースを作る。絵本をいっぱい置く。車椅子の人のために読む通路を広くする。コンピュータや自習室を作った
ら、人がいっぱい来ると思う！！

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするには、まず身近な友達がおすすめの本を紹介したり、学校のポスターに書いてあったりすれば、読書
が苦手な友達も興味を持って本を読むと思います。あと、友達と同じ本を一緒に読んで、本の感想を分かち合うことで、本の読みがいができて図書館に行く
回数が増えると思います。

読書が苦手というのが活字が読みたくない、体を動かす方が好き、遊んでいる方が良い等の理由から来るものだと思います。読書をするとどんな良い影響を
与えるのか等を説いて、読書の必要性を示すことができれば、心を動かす人も出てくるのではないかと思います。それ以外にも読書が苦手というのは、自分
が本当に読みたい本のジャンルに出会っていないのかもしれません。なので、図書館には流行の本を置いてみるのも効果的だと思われます。もしくは、著名
な人が書いた本を自然と読みたくなるものですので、そのような本を置く等あります。本を読みたくない人を無理に図書館に連れていったりしても逆効果に
なりかねないので、少し時間を置くことも必要だと思います。

私は読書が苦手でした。ニュースで見たことのある新聞記事を読むのは好きでした。理由は多分記事の内容が既知だからだと思います。それに比べて読書
は、未知のような感じがして本を読む気にはなれませんでした。学校や塾で問題として難しい文章を読んでいくうちに、段々読書も苦手になったのではない
かと思います。なので、まず学校（義務教育の中で）で未知の文章を読むことは難しいけど、未知が既知になった時の喜びはすごいのだということを教えて
あげるべきだと思います。できれば小さい頃から。小学生等。そうすれば、図書館に誘わずとも自ら行くと思います。本を勧めなくても自ら読むと思いま
す。

図書館の場所を知らない人が多いと思うので、大々的に知らせる等のことをしたらどうだろうか。図書館を利用することのメリットを発表する等のことをし
たらどうだろうか。テスト前に図書館で勉強する等の習慣をつけさせ、本を勧めて徐々に本を読ませる等の事をしたらどうだろうか。その人が好きそうな
ジャンルの本を勧めてみる等のことをしたらどうだろうか。

読書が苦手な人には、対象年齢が低い本を勧めたら良いと思います。他に図書館に自習で誘って、本を読むきっかけを作ったりしたら良いと思います。電子
図書等にすれば、持ちやすいし読みやすいので、電子図書等を勧めたら良いと思います。本が読めないなら、漫画等読みやすいものから進め、少しずつ文字
を増やしていけば良いと思います。ポスター等で面白そうに宣伝すれば、手に取ることが増えるのではないかと思います。

図書館は利用していない人にとっては、話すことができなくて利用しづらいと思われていると思う。なので、例えば会話可能なスペースを作ったり、向かい
合えるようなテーブルを設置して、軽い雰囲気で勉強が行えるようなスペースを作ると、ファミリーレストラン等の飲食店よりも図書館で勉強をする人が増
えると思う。あと、紙コップ等で自由に水が飲めるようにしたら良いと思う。どうしてもファミリーレストランよりは便利さが劣ると思うので、少しでも図
書館を利用しようと思うメリットや魅力が必要だと思う。

読書が苦手な友達には、その友達の好きなものについて書かれている本を勧めたり等、少しでも興味をもってもらうことが大切だと思う。他にも、ランキン
グ等で人気なものを勧めたら効果的だと思う。少しでも読みやすい本から読み始めることで、読書が好きだと思えることもあると思うし、１冊自力で読み
切った達成感も読書が好きになるきっかけになると思う。本を開くことも苦手なら、電子書籍で読書をするのも良いと思う。まずは、読書をするきっかけを
作ってあげることが大事だと思う。

最初はテスト前等に友達を図書館に誘って、図書館にテスト前は行って勉強をするという習慣をつけさせて、１人でも行けるようにさせたりして、テストの
３週間前からでも一緒に図書館に行って図書間が閉まるまでは残るようにして、勉強以外にもあまる時間を作って大型休み（夏休み・冬休み…）にも図書館
に行くようにして、余った時間に本を読む事を勧める。

私の友人には本好きな人が多いので想像するのが難しいですが、もっと図書館に行きやすくすれば良いと思います。楽しいポスターを掲示したり、読書通信
を発行すると良いと思います。必ず、読書が苦手なのには理由があると思うので、アンケートを取ってどんなところが嫌いか聞くと良いと思います。また、
最近読みたいと思わせられる本がたくさんあるので、それらを紹介すると良いと思います。図書館に行く理由としては、本を読むだけでなく自習室のみの利
用もあると思います。そうすれば、友人と一緒に自習室で勉強したりと、図書館は様々な活用ができると考えます。本を読む（文字がたくさん）ことが苦手
なら、雑誌や漫画（絵がたくさん）からはじめてみるのが良いのかもしれません。

ポイントカード的なシステムを図書館に導入し、読んだ本の数によって景品と交換できるようにする。近くの飲食店で使用できる券や文具等、学生に嬉しい
ものが良いと思う。漫画類を置くことで、読みものに対する抵抗を減らしたり、子どもをつる。夏休みの読書感想文を書きやすい本を置き、借りてその場で
終わらせられる場を作る。

図書館内に本を読む以外のサービス等を増やせば良いと思う。例えば、映画が図書館内で見れるようにするとか。そうすれば、その映画の原作とか読みはじ
めることから本を読むことが楽しくなり、他の本を読んでくれると思う。他には大人でも楽しめる絵本コーナーとかを作り、友達と絵本から読み始めるのも
読書につながると私は考えます。最初のうちは図書館に一緒についていくだけでも、少しずつ興味が湧いてくるのではないかと思う。



私が、読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするのにした方が良いと思うことは、図書館に今年映画化されたりして話題になった本を積極的に
本棚等に並べてみたり、コンピュータでゲームができるスペース等を作れば、図書館に行きやすくなったりして読書が苦手な友達等も来れるようになると思
う。本を勧めたりする事については、その友達の好きな事や好きな物を聞いたりして、本を勧めたりすると良いと思う。私も本を自分から読んだり図書館に
行く事は苦手だが、自分の趣味についての本が置いてあったりすると足を運んだりすることも多いので、相手のことを一緒に考え、行きづらい空気やイメー
ジをなくしてあげるのも良いと思う。

僕は、図書館に誘うためには自習室等を設置するのが良いと思います。何故なら、勉強をしてその休憩に本を読むことができ、図書館に入るという第一歩に
なるからです。図書館に入ることで、ちょっと本を読もうかなという気持ちになって、読むことになると思います。その本を読むことで、このシリーズ面白
いな等、本が苦手な人でもなると思いました。本は図書館にしかないので、通ってくれるようになると思います。

友達と一緒に勉強ができるスペース等を設けて、図書館に来る回数を増やし、その図書館では本を何冊以上借りて読めば、そのスペースを使える等条件をつ
けて行えば、本にさわる回数も多くなり、勉強のために図書館に行くのではなく本を目的として図書館に行く回数が増えるのかなと思いました。そして、同
じ学年の人たちは、どんな本を読むのかをジャンルに分けてポスター等にして貼ったりしたら、少しでも気になり始める人は増えていくのではないかなと思
いました。月に１度学校のたよりとして配って、興味を持たせるのも良いと思いました。

始めから文庫本等を読むのではなく、まずは何かを読むということで雑誌・漫画等、自分が手にとって読みやすいものを読んだら良いと思う。自習スペース
を増やす。→テスト前等に勉強ができる場所を作れば、気分を変えるために外に出た人が簡単に自習をすることができるから。（これをきっかけに図書館に
来る人が増える可能性があると思います。）

読書に興味を持ってもらうには、その人の好きなことにつながるジャンルの本を勧めてあげるのが良いと思う。そして、１つでも好きな本に出会えれば、さ
らに本を読みたいという気持ちになると思う。だから、その人の趣味や得技を知った上で勧めることが良いと思う。さらに読みたいと思ってもらえたら、図
書館にも誘って今は図書館でも話せるスペースがあるところが多いから、お互いに読んだ本についてその場で話し合ってみたり、その本を勧めたりする。そ
うすることで、お互いに好きな本のジャンルが増えたり、さらに本を好きになることができる。

私は図書館に行きにくいイメージがあるので、もう少し寄りやすいようにお茶をできるスペース等を作ったらどうだろうか。飲みものがあると、ちょっとお
茶と本を読みに行く等といった客が増えると思う。ただ図書館に行くとなると、本が苦手な子にとってはつまらないと思ってしまうかもしれないので、
ショッピングモール等の中や駅の中等に作ったらどうだろうか。ショッピングモールの中にあると買い物ついでに立ち寄って、良い本に出会えれば借りるか
もしれない。たくさんの人が図書館に来れば、必然と立ち寄りやすい雰囲気も出て来ると思う。

直接図書館に行かなくても本があるかどうかや、あらすじ等を知ることができるアプリを作る。図書館から本を送ってもらったり、送り返したりして本を借
りられるようにする。もっと漫画を置く。

最初は本を強制的に読ませるのではなく、まず好きな作者やジャンルからそれに添った本（堅苦しい本ではなく、題目や見た目が面白そうな本）をまず少し
だけでも良いので読ませてみて、本や読書という行為についての魅力に気付いてもらう。そこから他のジャンルで面白そうな本や少し難しい本で慣れても
らってから、今度は図書館に行って自分で探してみる。そこが苦手なら、一緒に手伝ってあげたり、図書館の中の機能を有効活用してもらう。そして、図書
館に行く頻度を上げていき、今度は図書館に慣れさせ、図書館に行くのが当たり前というレベルにする。

本の面白さを伝えるために教室の壁や廊下に自作ポスター等を貼れば、自然と目に留まり本を読んでみようと思う生徒が増えると思う。月に何冊か読んだ
ら、報酬を受け取ることができるシステムを作ると良いと思う。１週間で何ページまでと目標を決め、友達と一緒に同じ本を読んで感想を伝えあえば、読み
がいができ本を読む機会が増える。

例えば、まずは漫画等の人気のものから勧めれば良いと思います。何故なら、この図書館には「キングダム」という人気な漫画があるからです。それを好き
になってもらったら、次は小説の短編集から読んでもらえれば良いと思います。短編集は一つひとつの話が短く、本が苦手な自分でも読みやすいと思うから
です。それになれたら、いよいよ長編の小説を読んでもらえれば良いと思います。それが読める頃には、きっと本が好きになっていて図書館にも進んで行っ
ていると思います。

読書が苦手な友達に本を勧める方法の１つとして、自分の小学校の時の方法で、お気に入りの本や良いなと思った本をはがきに書いて送るというものがあり
ました。その方法を使えば、はがきが来て気分も良くなり、かつ仲の良い友達からの勧めならば、興味を持ちやすいし挑戦しやすいのではないでしょうか？

図書館に漫画でもおいてみたら、もっと図書館に人が来るのではないか。自習室等を作り勉強をしやすい環境にして、勉強が終わったら本を読めるようにす
れば良い。Ｗｉｆｉを設置する。学生専用席を作る。しゃべっても良い部屋等を作る。最新の本をどんどん図書館に置く。

私自身も本を読むことが苦手なので、苦手な人の見解からの意見を言うと、分厚い本に難しい言葉が並んでるのを見ると眠くなってきてしまったりするの
で、例えばはじめは簡単な読みやすい本を読ませることを慣習化させていくことによって、本と触れ合う機会が増えるので次第にどんな本でも読めるように
なり、本を好きになったりすると思います。習慣化させるためには、学校等で読書を義務付けることで、次第に習慣化されると思いました。最初に言った通
り私も本を読むことは苦手ですが、義務化させることで習慣化して本を読むことが好きになりたいです。

まずは、映画やドラマの小説から勧めていけば良いと思います。その方が、読もうとする意識やモチベーションが高くなるからです。そこで本を読むという
習慣をつけたら良いと思います。そして、図書館に誘うにはまず読書目的ではなく、一緒に勉強する目的で誘えば良いと思います。図書館に行く習慣がつけ
ば、自然と本を読むようになると思います。

図書館の自習スペースを増やして、飲みものを飲めるようにする。そして、フリーＷｉｆｉを作る。そして、もっと楽しいイベントを考えて開催する。「ビ
ブリオバトル」に高額賞金をつける。

まず、本が好きでない人は図書館自体に興味がないと思うので、興味を持ってくれるにはと考えます。１つめは、堅苦しい雰囲気のイメージのある図書館を
「楽しい」と思わせるように人気な本を紹介することです。２つ目は、難しい本等ばかり置くのではなく、人気の漫画等を置くことです。本が好きではない
人でも漫画を読むために図書館に訪れると思います。また、その漫画を借りるには、小説も借りないといけないような縛りをつけることで、他の本にも興味
を持ってくれると思います。

漫画から勧めて、その後に漫画ではない本を読んでもらう。学校帰りにすぐ行けるように、学校の近くに図書館を建立する。ライトノベル等の本を勧めたり
すれば、小説よりは読みやすいと思う。図書館の自習室を使ってもらい、少しでも図書館の中に入ってもらい、自習室に行く道に目の留まるような本を置い
ておく。

小学校や幼稚園等で読み聞かせ等を行い、日頃から慣れ親しんだものとすると、もっと良くなると思う。

図書館に読書としての目的で誘うのではなく他目的で誘い、そこで本に興味を示している様子であれば、自身が面白いと思っている本を勧めることによっ
て、読書することに興味を抱いてもらう。そのために埼玉は、図書館のホームページや広告に読書以外の目的で来てもらっても問題ないことを掲げ、図書館
に立ち入りやすくする。

赤ちゃんは親の行動を真似て育つ傾向が強いので、物心つく前から親が読み聞かせをする等、積極的に本に触れる機会を作ることが必要。そのために、子ど
もではなく親への働き掛けをすると良いと思う。

図書館に行く動機を作れば良いわけなので、図書館に魅力のあるものを作れば良い。例えば、漫画を置いてみるのも良いかもしれません。ただ、置くならば
教育漫画等の方が良いかもしれません。そして、数をそんなに多くは置かない方が良いと思います。何故ならば、漫画しか読まなくなってしまうからです。
漫画に読み、飽きたところで次に小説等の物語文を読む。このようにすれば、本を読む人が増えると僕は思います。

みんな図書館に読書をするしかないようなイメージを持っているが、そのイメージを回復をさせるためにも、広告やホームページ等で読書以外のことをして
も良いということを伝えることによって、みんながより図書館に立ち入りやすい空気を作ることが大事だと思う。

その人が興味のある内容の本から少しずつ読んでもらう。漫画・雑誌をおく。無料Ｗｉｆｉを設置する。ポスターの設置。インターネット上で広告をする。
来館者に商品券プレゼント！！



漫画をおいてはどうか。漫画を借りに行こう→読む→暇だなぁ→本を読もうというように、図書館に行くきっかけを作ることが大切だと感じた。図書館とは
静かにしなくてはいけない場所→行きたくない→行かないというように、息苦しさを感じてしまう。そこで、会議室を２・３個作り、その中でなら話し放題
というような、図書館特有の分囲気とは隔離された場所を作ってあげることが、図書館の利用者を増やす秘訣になる。

図書館の自習スペースを使った勉強が、どれだけ良いか伝えるべき。まずは、映画の原作から読んでいくのもありだと思います。（自分が見た映画）。しっ
かり自分が好きそうなジャンルを選んだ方が良いと思います。直木賞等、様々な賞を受賞している作家さんの本から読んでいくと良いと思います。周りの
人々からその本のどこが良いかを詳しく説明してもらい、選ぶというのが良いと思います。

本に興味を持ってもらうために、市等でおすすめの本を発表したり、サイトを作って誰でもおすすめの本の紹介や本の感想・レビュー等を自由に言えるよう
にしたりしたら良いと思う。学校側と協力して、図書室の本の種類を難しい本だけでなく気軽に読める本を増やしたり、本を読む時間等を作ったりして、本
を読むことを習慣化すると良いと思う。

今の中高生が読みたいようなライトノベルを増やす。漫画を増やして、漫画から本の入口にする。本をたくさん読んだら、何かと交換できるようにする。ス
マートフォンに読書アプリを作り、図書館に行くのが面倒臭い人も家で読めるようになるし、図書館に行って読みたい本が借りられていたということもなく
なる。図書館をもっと増やす。

皆、コミックから勧めて、その後同じような物語の本を読んでもらう。絵付きの本を読ませていき、最終的に文字だけの本を読んでもらう。

図書館に行って本を借り、その本の簡単な感想を書いてそれを図書館に提出すれば、５冊ごとに1，000～2，000円ぐらいの商品券等といった特典を作れば、
図書館に行く機会も増え、本の面白味にも気付くと思う。

自分のおすすめ本を勢いで押し切って借りさせたらどうか。漫画があると言って連れていく。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするには、本の大切さや本の面白さを理解させれば良いと思います。例えば、学校の行事として１か月に
１時間だけ本を読む時間を得たりすることで、面白さを理解してくれるのではないかと思います。他にも、まちに本の大切さや重要さを伝えるためにポス
ターを貼ることで、少しでも読んでみようかなという気持ちにさせることができるかも知れないと思います。また、図書館が勉強をするために使用したりさ
せることで、手軽に本に手を掛けることができ、面白さを分かってもらえるのではないのかと思います。

色々なところで文化等を披露しても、高齢者の方等は来たとしても、中高生等は来ないと思う。だから、どこか大きなところ（さいたまスーパーアリーナ
等）で展示するのが良いと思う。また、ゲーム等もつければ、面白いと思う。

私は読書をたくさんの人にしてもらいたいと思います。なので、読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするために、その子が好きそうな分野の
本から勧めて、もっと本を身近に感じてもらえたら良いと思いました。また、図書館でイベント等を行うと、利用者がさらに増えると思いました。

本を読む以外の子どもも楽しめるようなコーナーやサービスを作ったら良いと思います。例えば、ビンゴカードで特定の条件の本を読んだら一枚マスが埋ま
るという風にすれば、ビンゴの賞品がほしくて本を読み始めたような人も、途中からは本の良さに気づいて自分から読み始めるのではないかと思います。ま
た、図書館の入口も明るいウェルカムな感じにすれば、来る人も増えるのではないかと思います。

まず、図書館に自習する場所や勉強しても良い机を増やせば良いと思います。そうすれば、読書が苦手な友達を勉強を名目に図書館へ誘うことはとても簡単
です。図書館には本がたくさんあるので、そこで読書が苦手な友人に自分の好きな本を紹介して、その場で少し読んでもらえるかもしれません。勉強を目的
に誘ったのに机がないと、友達はがっかりしてそのまま帰ってしまうかもしれません。また、読書が苦手な人は、自分にとって「面白い本」に出会えなかっ
たのかもしれません。だから、図書館、本屋等で読書が苦手な人でも読めそうな、面白くてあまり長くない本を紹介すると良いと思いました。

私はあまり本を読むのが好きではありません。学校の図書館にはよく行くのですが、調べ学習のために利用するといった形です。しかし、たまに入口近くに
ある本の紹介文を読んで、本を借りることがあります。そこで私は、ただおすすめの本を紹介するのではなく、性格・性別・年齢・職業等ごとに紹介文を分
別し、冊子にしたものを入口近くにおけば良いと思います。そうすれば、友達に本を紹介するときに、たとえ価値観がある程度違っても自信を持って勧めら
れると思うからです。

まず、初心者でも分かりやすい本や相手が飛びつきやすい本を深して読むように促して、その後も本を読む目的で一緒に図書館に行くようにすれば、本と触
れ合う時間が増えて好きになっていくと思います。あと、小さい年の頃から本に触れるために、学校等で読書の時間もっと増やすと、苦手のイメージが初め
からつかないと思いました。本は、中学生になっても読みなさいとか友達に勧められることもあるほど大切なので、もっと力を入れていってほしいです。私
も最近よく、国語ができないのは本を読んでないからと言われるので、久しぶりに読もうと思いました。

私は、図書館で本を読む学生たちが増えるために３つの解決策を考えました。１つ目は、「ビブリオバトル」を定期的に開催したら良いと思います。クラス
内や代表選のクラス対抗で行ったら盛り上がると思います。２つ目は、図書館で10冊以上読破したら特典があるようにしたら良いと思います。例えば、抽選
で人気の文房具が当たる等をしたら利用者が増えると思います。3つ目は、ＬＩＮＥ等のＳＮＳを利用して、情報を発信したら良いと思います。悲しい時に読
むべき本や嬉しくなる話等をおすすめしたら良いと思います。

図書館に入りやすいような環境を作れば良いと思います。例えば話題の本をすぐに入荷したり、多少の漫画を置いてみても良いと思います。

図書館が嫌いな人に嫌いな理由を聞けば、多くの人が静かすぎる、堅苦しいということを口にします。特に本を読まない人は、図書館という場所自体を一方
的に拒否してしまうでしょう。実際私もあまり本を読むのが好きか嫌いで聞かれたら、あまり好きではありません。しかし不思義と自分の興味のあるジャン
ル、人に関する本は目に入ると少し手に取ってしまいます。しかもそれが割と読みやすそうな本だったり、帯に何か心に刺さる言葉が書いてあったりする
と、読んでみようかなという気持ちになります。なので、図書館の入口近くには、例えばどんと大胆に「本が苦手でもスラスラ読めちゃう」等のスローガン
を掲げ本を何冊が選び並べておいたり、あとは本マニア等と本の読みやすさでレベル分けして、初級本・中級本等と分けることによって、自分の感性・心持
ちにあった本と出会えるのではないかと思います。

読書が苦手なら、その１歩手前の漫画を読むということから始めたら良いと思います。漫画なら効果音や場面も絵や文字で書（描）かれているので、「文字
だけが書かれているから無理」という人も「文字だけの本って難しそう」という人も心配なく読めます。そこからその読んだ漫画の小説版を読むということ
をつなげていけば、本を読むようになると思います。

読書をあまりしない人、苦手な人が読書を習慣にするために、学校で週１回朝学習の一つとして、読書というのを作れば良いと思いました。普段、読書をし
ない人でも友人同士で本をおすすめしあったりする機会が増えると思いました。読書というのは、現代文の読解力の向上や自分の知識量も増えると思うの
で、そのような読書のメリット等をもっと学校全体でアピールすれば、読書に興味を持ってくれる人が増えるだろうと思いました。

僕はまずその周辺の学校（幼稚園等を含む）で「何の本が読みたいですか」というアンケートを取ります。そして数人がその本を選んだ場合、図書館にその
本を配置します。そしてちらしやアンケートをした場所でその年齢に合った本で在庫になった本を発表します。または本についての良さをまとめた講演会を
開き、みんなに話します。でも読む人が増えても時間が増えない場合、読書の時間を増やしてもらいます。読書の魅力を伝えるためには上のとおり、読書の
良い点をその団体に行って発表することだと思います。そうすることで色々な人の読書の関心が強くなると思います。

僕は、中高生が図書館を「利用したい」と思うようにするためには、大きな声を出しても良いスペースを作れば良いと思います。中高生は、友達がいるとど
うしても話したくなってしまうので、周りの利用者に迷惑がかからないよう、防音の部屋にして、話すスペースを設けたりすることで利用者が増えると思い
ます。それだけではなく、食べものを食べても良いスペースを設けることで、「図書館へ行けば本を読んで落ちつけるし、休むことができる」というイメー
ジを持ってもらうことができます。

僕も小学５年生の頃まで本が大の苦手で、本を読む気にはなりませんでした。だが友達に勧められた本を読んで本の楽しさが分かりました。まず読書が苦手
な人は長文を見ると読む気にならない人が多くいると思います。なので最初は短い物語の本を渡して本の楽しさを伝えます。慣れてきたら、少し長めの物語
を読んでもらって本に慣れさせます。そしたら１番好きなジャンルが見つかると思うので図書館に行ってその子の好きなジャンルの長い本を渡します。そし
たらもっと読みたくなって僕の力がなくても自分の力で図書館へ行くようになると思います。

例えば、苦手な子の好きなスポーツ、勉強の本とか説明本や辞典等があるからおいでよみたいに声を掛けてみたらどうか。学校や市役所等身近なところに本
のポスターを飾っておけばもっと良くなると思う。

教科書に載っている物語を書いた人の関連した他の物語等を教科書に載せたりしたらどうかと思う。読書をできる時間をもっと増やしたりすれば良いと思
う。



読書が苦手な友達を図書館に誘うためには、まず本は最初は読みたくないかもしれないけど、読んでいくうちに面白くなるよ等と、良いことを伝えたら良い
と思う。そして、その子がどんな本なら良いのか聞いて本を選んであげた方が良いと思う。本が読み終わり、面白かった等と言っていたら次も行こうと誘っ
てあげると良いと思う。それで次も行けたら同じことをして楽しんでもらう。そしたら良くなると思う。

本の面白さを教えるために、自分が１番面白いと思った本やおすすめの本を少しずつ読んでもらってその人が１番面白いと思った本を全て読んで本の面白さ
を知ってもらうと良いと思います。どれも面白くない場合は、本を読むと頭が良くなったりする等の良いところを教えて、少しずつ本を読んでもらうと良い
と思います。

子どもから大人に分かるようにここは〇〇エリアと分けてあり、その中にも例えば、ここは１年生、ここは２年生等掲示板を貼り、分かりやすくするともっ
と良くなると思う。本を読むことが苦手な人にはおすすめの本が分かる機械や本を読んでくれる機械（イヤホン等）を付ければ耳に話が入ってくると思う。

私は読書が苦手な友達を図書館に誘うためには、今まで自分が読んだ本の中で面白かった本を紹介すれば良いと思います。本を勧めるためにも、まずは自分
が読んだ本の中から面白いと思った本を紹介すれば良いと思います。そして、その友達にもその本を読んでもらい、あらすじや感想について一緒に話せば良
いと思います。そうすることで、本が苦手だった友達も本を読んだことをきっかけに話題が増え、本は面白いものだということに気付くことができると思い
ます。そして、色々な本を読み、お互い面白い本や感動する本等を紹介し合えば良いと思います。つまり、私は読書が苦手な友達を図書館に誘ったり、本を
勧めたりするには、まず、自分が今までに読んだ本を紹介すれば良いと思います。そうすれば、お互いが本を紹介するようになり、どちらも読む本の数が増
え、色々な本に出会えると思います。

読書が苦手。と一言で言っても、読書自体が好きでない人と、文字や、長い文を読むのが得意でない人と２種類いると思います。まず読書自体が好きでない
人には、挿絵の多い本や、ページ数が少ない本、短編集を勧めてみるのはどうですか。文字や長い文を読むのが得意ではない人にも勧めることができると思
います。それでも読む気になれない時は、スマートフォンやタブレットのアプリで音読してもらう、というのもありだと思います。

図書館で様々な系統の本を紹介したり、イベントを行うともっと図書館が利用されると思います。そして、中高生に合った話の本や、中高生が主人公の本等
を図書館や図書室におすすめとして掲示することでもっと本を読んでもらえると思います。他には学校で読書時間を設けるという案もあります。これは、本
を読む習慣のない人や、本を読むことが好きではない人にとっても本を読むことのできる機会だと思います。読書の魅力を伝えるのは、やっぱり「ビブリオ
バトル」だと思います。大人が本をおすすめするよりも、同世代、同年代の人がおすすめする方が、読みやすい本が多いと思います。

読書が苦手な友達のために、自分が面白いと思う本を持ってきて、それを紹介したら良いと思います。こうすることで、その本を読んでみたいという気持ち
を作ってあげることができると思います。あと、紹介されただけでは気持ちが変わらない人のために、「本に親しもう」という企画を作れば良いと思いま
す。具体的には、どこかの図書館を利用して、自分が読みたいと思った本を実際に読めるイベントです。実際に手を触れることで、本の大切さや楽しさを感
じることができると思います。それと同時に、幅広い世代の人が「本が好き」という気持ちになれるかもしれません。このように、本を知るだけではなく、
実際にやってみることが大切だと思います。

私は、友達と同じ本を読みお互いに感想を言い合えば良いと思います。同じ本を読むことで一緒の話題ができて本を読むことが楽しくなると思います。友達
が好きなものに近い本を選んであげると良いと思います。自分の好きなもののことだったら読む気になると思います。漫画を小説にしたものや、映画になっ
たものを本にしているものも多いのです。

まずどのようなことが好きか聞き、その好きなことについての本を見つける。好きなことがない場合は読みやすい（「角川つばさ文庫」等）小説を見つける
と良いと思う。タイトルで決めるのも良いと思う。（友達が決める）

読書が苦手な友達を図書館に誘うためには、借りた本の冊数やページ数により商品をもらえるようにすれば良いと思います。

短編集等の、数分で読み終わるものを勧めれば良いと思う。また、図書館に誘うには、自習する等の目的で誘うようにすれば良いと思う。

僕は読書習慣のない人や苦手な人に本を勧めるために「ポイントをあげる」ということを試すのはどうかと思います。ポイントは例えば「〇〇〇個集めた
ら、景品」と交換みたいに行えばやる気も出てくるのかと思います。景品はどこかの文具会社と提携して、文具等をあげたりするのが良いと思う。また、中
学校や高等学校の人には内申に入れられるようにしたりすることが僕の提案です。また、本の魅力を全力で伝えるために図書館に「おすすめカード」等を作
り、本を読んだ人が本が苦手な人のために面白そうに書いて図書館の一角に貼る、ということも提案します。

読書が苦手な子がいたりしたらその友達や先生等が図書館に行けば～とか誘ったりしたら良いと思います。行きたくないと言うんだったら一緒に行こうとか
言えば良いと思いました。あと本等をいっぱい読んでみたりとか、貸してあげたりだとかすれば良いと思います。自分が好きな本を勧めてみたりとか等。

私は読書をする時間を学校で決めたり、読書する時間と決まっている時間を増やすと良いと思います。読書をすることが好きではない人に本の魅力を伝える
ために、映画やドラマの原作本を勧めたら良いと思います。図書館を利用したいと思うために、来館カードを作って本を借りたら貯まるポイントカードを
作ったらどうでしょうか。そうすれば本を借りる人が増えると私は考えます。

私は小学校の時は図書館にはあまり行かなかったのですが、中学生になってからはよく行くようになりました。それは、私の友達の影響です。私の友達は面
白かった本を紹介してくれました。そのため、私は紹介された本を読んでみました。すると、とても面白く、他の本も読んでみたいなと思うようになりまし
た。だから、私は友達に積極的に自分が面白いと思う本を紹介して、本の面白さを知ってもらえるようにすれば良いと思います。

読書が苦手な友達を図書館に誘うために、まずはじめに、友達が好きそうな本を紹介して、他の本もおすすめして、図書館にはこれ以外にはもっと面白い本
があることを教えてあげる。

図書館を待ち合わせの場所として使ってもらうのはどうかと思う。今はそうそう地域の図書館に行くことがないので、まずは図書館に来てもらって本にそこ
から興味を持ってもらう。図書館でスマートフォン等をいじらないよう禁止にしてエアコンの効いたしゃべれるスペースを作る。友達を待っている間に本を
読んでもらうとすると本を読む人が増えるのではないか。

僕は「読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするには？」というテーマについて、自分が思ったことは、まずは「どんなものが好き？」等を聞
いて、その好みに合ったりした本を勧めたりして、それから「他にはこんなのがあるんだ～」等と言ったりして、少しずつ難しい本を勧めたりしていくこと
が良いと思います。他にも「この本良いよ！」とか等自分の好きなものを共有したりすることも良いと思います。

「ビブリオバトル」等、たくさんの人に自分の気に入った本を紹介すると、いつもは本を読まない人も、読むと思います。先生や親に紹介される本よりも、
友達に紹介された本の方が読むと思います。

定期的に原作本を元にして作られた映画の上映会を行って近くの図書館に原作本を置く。原作本を置くことによってその映画に興味を持った子が図書館に行
くようになると思う。

読書をゲーム感覚でやれば良いと思う。本を読むごとに、経験値が貯まっていき、レベルが上がり、レベルが上がっていくごとに敵を倒せると言う形式にす
れば良いと思う。

僕は小学校から少しだけ本が嫌いでした。けれども少しずつ小説や少し絵が入ってたりしている本を読んでいってみて、本が好きになっていったから、嫌い
でも良いから、本を読んでいけば本は少し好きになると思いました。例えば、本が好きな人からおすすめの本を教えてや、図書館の人におすすめな本を聞い
てみればもっと良くなると思いました。

その人に合う本を読んだことで得られること、そのすばらしさを紹介すると良いと思う。

まず、読書をすることで文章が早く読むことができます。他に、著者が伝えたいことを読み取ることができたり、人生のためになったり等たくさんの良いと
ころがあるということを伝えれば、本を読むと良いことがあるということを理解するので良いと思います。昔は皆がもっと読書をしていたが、今はスマート
フォン等が登場し、読書をする機会が減っています。なのでスマートフォンの悪いところが詳しく書かれたポスターのようなものを貼れば、皆のスマート
フォンを使う時間が減って暇な時間に読書をする人が増えるのではないかと思います。

私は、友達と遊ぶ時に図書館を上手く利用すると良いと思います。理由は、さいたま市の文化資源のコミックや絵画等に触れる機会が増えると思ったからで
す。そうしたら、本が嫌いな子が本を好きになってくれるかもしれないと思います。



面白い本を選び一緒に楽しみながら読む。難しい本を読むのではなくはじめは絵本や漫画から読みそこから小説を読めば良い。ずっと本を読んでいればきっ
と本を好きになってくれるはず。本を読めば雑誌をもらえるようにする。

自分の好きな本や友達が好きそうな本を選んだり、用意してあげて、そういうのを読んでいけば、友達も本に興味を持って好きになってもらえると思う。そ
して、図書館のことについて詳しく知ってもらってよりたくさん図書館を利用してもらう。今では、スマートフォンの利用が多くて勉強能力も減っていると
思うので、本を読んで勉強をしたりしたいと思います。

私は、毎月おすすめの本を図書部や図書委員の人が新聞にまとめ、貼り出すのが良いと思います。私は小学校の時に図書委員会に入っており、毎月新聞を掲
示していたのですが、実際に新聞に載っていた本は貸出数が増えていました。また、「ビブリオバトル」を開催するのが良いと思います。私も小学校で図書
委員として朝会で行ったのですが、チャンプ本や２位、３位の本は予約が３か月待ちになっていました。

その、読書が苦手な友達の趣味や好きなものを知り、それについて書いてある本を勧め、徐々に他の本も好きになってから図書館に誘うと良いと思います。

図書館で本を何回か借りると何かをもらえるようにする。１週間に１回以上忘れずに１年間続けたら好きな本をもらえる。

子どもに人気のある漫画を置く。（図書館の一部に）学校で「人気の本」が書かれている手紙を子どもたちに配る。図書館は静かでどんな本でもあることを
知ってもらうために、ＣＭを作る。

手短にその子に合った（例えば、オカルト系の子だったら幽霊が出てくる本、戦い系が好きな人だったら「三国志」とか）本をおすすめする。もし、本の紹
介が書いてある紙があったらその紙をあげたりしたら、違う本も読みたい！って思うかもしれません！

私は、人に合った本を見つけるために、その人の趣味や特徴、好きなことやもの等を聞いて本を勧めたりします。なのでこのような感じで本を勧めたりした
ら良いと思います。

明るい感じを出すと入りやすいからそうした方が良いと思う。勉強スペースを広く設けた方が良いと思う。

その人の趣味を聞いてその趣味が載っている本から読んでもらう。

土・日曜日にイベント等を行った方が良くなると思います。例えば、しおりを作ったり、カードゲームをやったり、読み聞かせや面白い本を紹介したりする
イベントをやったら良いと思います。あと、本を決められた数よりも多く読んだら商品をもらえる決まりもしても良いと思います。

本は選んでその本に書いてある絵を見てから選ぶとその後の展開が想像できて読むのが楽しくなる。また、図書館に行ったら自分のあまり興味の湧かなかっ
たジャンルに出会えるかもしれないから図書館に色々な本を置いたら人がたくさん訪れると思います。他にはページ数の少ない本から読むと楽に楽しく読め
るので良いと思います。

国語の時間に、図書室に行って本をたくさん読ませて、１冊面白い本を見つけて、読ませます。そうすれば、自分にも面白い本はあるんだなと思わせておけ
ば本を読みたいと思うことが増えると思います。なので、国語の時間は図書室に行くことにすれば良いと思います。読むのが嫌いなら薄い本を読んでみて、
ぶっとい本に挑戦すれば良いと思います。それも無理なら漫画から慣れていけば良いと思います。

本の魅力を伝える。学校の図書室で「ビブリオバトル」を開いたり、おすすめの本を紹介したりして本の魅力を伝える。また、町にある図書館で市民の人た
ちに読書会を開いたりして読書をたくさんできるようにする。また、読書が好きな人が読書が嫌いな人を誘ったら何かプレゼントをしたりすると読書会等に
参加する人が増えていく気がします。そして、結果的に読書が好きになる人が増えると思います。学校でも「ビブリオバトル」等に参加した人たちにも何か
参加証としてあげた方が参加の人が増えると思います。また、本の内容に勉強に使える方を増やしていけば受験生でも使えると思います。

人気のアニメーションや漫画のノベライズ版を図書館に置く。読みたい本等のアンケート等を書いてもらう。人気の本等は多めに置く。図書館にゲーム等を
できるようにする。面白そうなところにする。無料でジュースを配る。面白そうな本を置く。テレビを見られるようにする。漫画も少し置く。楽しい場所に
する。フリーＷｉｆｉを使えるようにする。

中高生が図書館をもっと利用したいと思うようになるためには、どの本がどの場所にあるかすぐに分かるようにすれば、面倒臭いと思わないようになるた
め、図書館の色々な場所にそういう情報が入ったパソコン等を置いた方が良いと思う。また、本を読む機会が増えるように、授業の時間に本を読むようにし
たり、１か月に１回必ず１冊は読む等、普段全く本と関わらない人も、本と関われるようなシステムを作ったら良いと思う。他には、本を身近に置いておい
て、すぐに手に取れるようにすれば、面倒臭いからと言う人も本を読むようになると思う。

漫画ではなくてその漫画の小説版みたいなものを図書館に置いてみてはいかがでしょうか？そうすれば活字が苦手な人でも読みに来てくれると思います。ま
た、映画の小説版を置けばその映画が見れなかった人が見るので来てくれると思います。あとは図書館がその地域に合った図書館を作っていけば良いと思い
ます。

僕は読書が苦手だったので、よく分かりますが、最初は映画等になったもの、そのあとに無名でも字が大きいもの等をおすすめし、最後に自分が１番これが
良いと思うものを教えてあげたりすれば良いと思います。その後は、一緒に本について話したりして本を通して仲良くなれればとても良いと思います。

中高生が読書をもっとしたいと思えるようにするには、週で１回　図書の時間を作り、読書に親しみを持てるようにする。また、中高生が読書をする時間を
もっと増やすためには、下校時間を早くし、宿題等の課題を減らす必要がある。しかし、課題を減らしても、今時の人は、スマートフォンを使用してしまう
と思うが、頑張ればどうにかなると思う。読書の魅力を伝えるには、読書好きの人が自分が読んだ面白い話をして他の人が読書に興味が持てるようにするこ
とが大切だと思う。

図書館で本を何冊か借りたら何かがもらえるみたいにしたら良いと思います。自分で面白い本を見つけて読書が苦手な人に勧めてみたら良いと思います。図
書館に行く時間を国語の授業等で取り入れて本をたくさん読ませて面白いなと思った本を見つけてもらえば本が好きになっていくかなと思います。このよう
なことをすれば自分に合う本が見つかり本好きになると思います。

僕が読書の苦手な友達を図書館に誘ったらまず相手の好みや趣味を聞く。（できるだけ活字）それに合った本を探す。もしなければ漫画。それもなければ、
流行の映画や自分のおすすめの本を紹介する。自分のおすすめの本は「論語」「鉄道」「殺人シリーズ」等です。あまり自分が本を読まないのでもっと読み
たいです。

他の人に本を勧めるには、その本を読んで、自分の感想を教え、どれだけ面白い本なのか、魅力を伝える。そして、その本のジャンル、おおまかな本の内容
を伝える。図書館に誘うには、普通に静かな空間で本を読むのも良いけど、勉強をした後、息抜き等で少しずつ本を読んだりすれば良いと思う。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするには、まず短い文章の本から読み始めたら良いと思う。そして短い文章の本に慣れてきたら、少しず
つ長い文章の本を読めば良いと思う。本を読んだ後に、友達と意見交換をすれば、自分の想像力が広がると思う。

私は読書が好きです。なので、読書が苦手な友達を図書館に誘うには、何が好きなのか、そんなことに興味があるのかを聞きます。それが分かったら、図書
室で本を探します。自分が気に入っている本を勧める時には、その本のどこが良いのかを簡単に伝えてみたり、自分以外の人が紹介している本を勧めてみた
りします。あまり内容を伝え過ぎると読む時に楽しみがなくなってしまうし、長々と話すと聞いている方は飽きてしまうので、短く簡単に説明します。

自分の好きな作品を紹介して、友達にも読まないかと勧め、一緒に図書館に連れていく。図書館側も、集客のために何かキャンペーン等を打ち出すことで効
率よく人を誘い込むことができるのではないかと考えた。例として、１週間で、２冊以上読んだ人は、好きなしおりを１つ選ぶことができる等様々なものが
あるのではないか。また、読書をすることのどこが楽しいのかをポスター等で世に発信することが重要なのではないかと考えた。

まず「自分が行きたいから付き合ってくれる？」と言って、一緒に行く。で、本が苦手な人でも気軽に読めそうな本をお願いして読んでもらう。気軽に読め
る本に慣れてもらったら、小説とか絵がないような本で、できるだけその人に合った薄い本を読んでもらって慣れてもらう。慣れたら、分厚さが普通くらい
のものを持ってもらい、自分が面白いと思う本や、その人に良さそうな本を渡し、軽く読んでもらい相手が「面白くない」と言ったのなら一緒に良さそうな
本を探して一緒に読んで面白さに気付いてもらう。



本を読めばスタンプを押せるようにして、それが全て終わったらクーポン券をプレゼントする。漫画のようなものを小説にすればもっと本を読んでもらえる
と思う。友達におすすめの本を紹介すれば良いと思う。学校で本を読む時間を作れば本の魅力に気付いて本を普段から読んでもらえるようになる。読書が好
きな人に本の魅力等を聞けば良いと思う。

その読ませたい本の魅力を説明し、その子が好きそうな本の内容を選ぶ。また、「図書館に行くからついてきて」というように勧誘し、なんとなく見る本の
題名に興味をそそらせる。ページ数の少ない本から読むと、集中する時間が少なくなるので、読むのが簡単だと思うので、そこから段々ページが多いのを読
ませる。

私は、埼玉県の他市で実際に行っていた、銀行でお金をおろしたり、振り込んだりした時に書かれる通帳を元にし、それを本を借りたり、返したりすると書
かれる通帳を取り入れたらどうだろうか。また、中高生は本が好きな人、嫌いな人と差が生まれてしまう時期だと思うので、コミュニケーションをできる場
を作り、自分が好きな本の魅力を紹介する場を設ける。また、年を通じてたくさん読んだ人には賞等を与えれば良いと思う。

読書が嫌い、苦手な友人には、自分の読んだ本の中で最も面白いと感じたものを勧めるのが良いと思います。そして、もしその本を気に入らない場合、国語
の時に使う便覧を見て、友人が気になった本を読めば良いと勧めます。また、友人に読書をすることの重要性を述べることも大切だと思います。

本を読まない人に本を勧めたりする時は読みやすくて面白い本をおすすめしたり、その人が好きなものについての本をおすすめすると良いと思います。

私は、スタンプラリーをやったら良いと思います。各図書館にスタンプ台を置き、40個（仮）ゲットできたら、本を１冊としおりを１枚ゲットできるという
ようなことをすれば良いと思います。また、これだと来ないので、その年で１番スタンプの量が多かった人は、図書カードをプレゼント等とすれば良いと思
います。本屋さんには、本だけでなく雑貨や色々なものが売っているので興味を湧かせることができると思います。また、スタンプを押しに来るだけの人も
いるかもしれないので、入口に図書カード（本を借りる際）をかざしていつ入ったのかを記録し、30分以上または５冊以上借りないとスタンプをもらえない
というルールを作ればもっと良いと思います。このようなことをすれば、大人や子どもでも図書館に来ると私は思います。

読書が苦手な友達に本を勧める方法で自分の意見では２つあります。１つ目は、友達の好きなこと、趣味等を聞いて、その友達に合っている本を紹介すれ
ば、好きなことについてもっと分かるし、楽しむこともできるからです。２つ目は、本の良いところを友達に言うことです。無理やり本を押し付けると、嫌
がってしまうので、本の良いところや自分のおすすめの本等を相手に言うことによって、その本を読んでハマってくれるかもしれないからです。

この本の～ってところが面白いよ等と話し、興味を持ってくれたら、その本を読みに行こうと誘えば良いと思います。図書館をもっと利用してもらうために
は、小学生向けの読み聞かせがあるように、中高生も楽しめるイベントを用意すれば良いと思います。

読書が苦手な人は多分細かい文字で興味のないものを読もうとするからだと思う。なので興味のあるものを勧めてみるのが良いと思う。例えばスポーツが好
きな人はスポーツの本、化学が好きな人には科学の本というようにその人が好きなものを勧めてみるのが良いと思う。

何冊か本を持ってきて、これ読んでみって言う。読んでなかったら何度も読んだ！？って聞く。

私は２のテーマに対して、有名なアニメーションからマイナーのアニメーション小説を集めた「アニメーションの図書館」を作るべきだと思います。アニ
メーションは１期で終わらないことが多く、「このアニメーションの本を読みたい！」となる人が多いと思います。このことから読書の世界に入って、自分
の合った本をアニメーション基準で選べると思います。よって私は「アニメーションの図書館」を作るべきだと思います。

最初に読書をしたらどんな良いことが起こるのかを説明する。次に読書が苦手な人にも合う本をネット等を使って探して読ませる。本を読ませてどんな内容
か、どういうところが面白いのかを説明させる。それをクリアしていくごとに少しずつ難しい本を勧めたりする。

映画になった有名な本や、その友達が好きなアニメーション等が書かれている作品（ライトノベル）等をおすすめする。そしてイラスト等が描かれている小
説や、読みやすい小説等をおすすめしたらもしかしたら読書にハマってくれると思う。

自分の身の回りで休み時間や授業中にライトノベルや漫画を読んでいる人がいるので、図書館にもそういった中高生が好きそうな本を並べたら良いと思う。

私は、面白い本があるから、一緒に行こうと誘います。理由をちゃんと言ってからにするともっと仲良くなると思います。

読書が苦手な友達を図書館に誘う時は、普通に「図書館行こう」と言えば良いと思います。本を借りたり返したりする時に一緒に来てもらい、少しずつ行く
回数を増やすのです。本を探している時、相手は暇になるので近くの本を手に取って眺めます。いずれ面白い本が見つかるでしょう。その本をきっかけにど
んどん本の世界に入っていけば、いずれ読書が好きになります。そしてその友達が…としていけば、みんな読書が好きになると思います。図書館、読書が苦
手、という固定観念に捉われずに気軽に誘うべきだと思います。

例えば読書が苦手な人におすすめする本を集めて、１か所に少し置くだけでも手に取って読んでくれる人が多くなると思います。それと、その本を読みたく
なるようなラベルを作って興味を持たせれば、その本を読んで違う本にも興味を持ってくれると思います。

読書が苦手な子に読書の魅力や良いところ等言い、１回読ませてみたら良いと思う。

私は、読書が苦手な人が図書館を利用したいと思えるようにするためには、図書館を利用しやすい場所に作り、何度も通いたいと思えるような工夫をするこ
とが必要だと思います。例えば、10回ほど本を借りたらしおりをプレゼントしたり、お菓子をあげたりすることです。そして、何かあげることだけでなく、
学校で積極的に本を読む習慣を作り、友達同士で面白かった本や役に立つ本を紹介し合うことも大切だと考えます。そうすることで、本を読むことがあまり
好きではないという人でも興味を持ち、本が好きになるのではないかと思いました。学校の授業でも国語では日本語を学ぶために読書する時間を増やした方
が良いと思います。

まず絵が多い漫画等を読んでもらい、その中に興味がある漫画を小説にして読んでもらう。それを繰り返していくうちに読書が楽になっていくと思いまし
た。あと、本を読みながらそのシーンを頭の中で考えながら読むと良いと思う。

図書館は堅苦しいイメージがあるため、まずそのイメージを消す必要がある。具体的に言うと、本のＰＲとその多様性をもっと作っていくことだと思う。今
現在ある程度のＰＲはある。しかしこれといって読みたいというイメージは湧かないのである。まず、読書が苦手・嫌いな人たちのニーズに合った本をＰＲ
するのが良いと思う。例えば私も読書嫌いだが、推理小説なら読みやすいというように、それぞれの世代にある「ブーム」のようなものをＰＲしていくこと
が結果的に読書嫌いな人たちが図書館に行く要因になると思う。

友達に、どういうストーリーが好きなのか聞いて、そのストーリーに合った本を自分なりに紹介してみたりする。図書館にある意外なものを説明したり、物
語の紹介が書いてある「ポップ」を自分なりに作って紹介する。簡単な話や、薄い本から紹介していく。紹介する時は、こと細かく言うのではなく、大まか
なストーリーや、中心的な登場人物を言ったりして相手に興味を持たせる。

まず、本が苦手な人でも読める本を紹介して、少しずつ読めるようにさせる。

図書館に誘うには、まず図書館の環境を変えてみることが大事であると思う。図書館は手軽に入ることができないと思う人が多い。何故なら、席は大抵埋
まっていて、入りづらく、静か過ぎるので、友達と入るところにはふさわしくない。学生でも楽しめるライトノベルや歴史漫画をもっと増やし、ドリンクス
ペースを作れば良いと思う。充電スペースを増やすとより良いと思う。

読書が苦手な友達に本を勧めたりするには、友達に自分のおすすめの本を進めるだけでなく自主的に本を読むようにするために、定期的に本を読む時間を
作ったり、その友達の好きなコミック等の小説版を紹介したりして本に興味を持ってもらったりしてから、図書館や本屋に誘って、おすすめの本や文字数の
少ない本を勧めたりして本は面白いというのを分かってもらったりすると読書が好きな人が増えると思います。

読書が苦手な人の中で図書館に誘ったら来そうな人を誘い、それを続け、クラスの大半が図書館へ行くようになったらあえて数人を誘わないようにして「図
書館に行くのが普通」という空気をクラスの中で作り自主的に図書館に行かせたり、図書館を利用するとポイントを得られるようにしてそのポイントを使え
ば何かがもらえたりするようにしたり、気軽に来れるように図書以外にドリンク等が飲める休憩スペースのようなものを作ったりすれば良いと思う。本に興
味のない輩が図書館へ来るようになるには本以外のものできっかけを作る他に方法はないと思う。そこは諦めるべき。



１番はお金で釣るのが良いと思います。私の場合それなら行きます。図書館は字がたくさんの小説ばかりなので苦手な方も多いと思いますが、そういった方
には簡単に分かりやすく、その小説の良さ等を伝えたりするのも良いと思います。そうすれば少しはその小説に興味を持ってもらえるかと思います。小説で
なくても、作者を知ってもらえばそこから「あの人の本が借りたい」等ともっと興味を持ってもらえるので良いかと思います。そういったことで本に興味を
持ってもらうことで図書館を利用したりするのが増えると思います。

私は図書館に行くから、一緒に来てと誘う。そして、友達にこの本面白いから読んでみなと本を勧めます。読書が苦手な人には、まず、字数が少ない本や絵
本を勧めると良いと思います。また、模試の点数が上がるよ、読解力が上がるよ等読書でのメリットを教え、本に興味を持ってもらうのも良いと思います。
「天気の子」等の映画が小説になっている本は読みやすく楽しいので読書が苦手な人によく勧めています。

私は、例えば大体映画化された作品って本にもなると思うんですけど、それでもし友達が見たかった映画が見れなかったとして、それが本になっていたら、
その本をおすすめして読んでもらって、ちょっとずつ本を好きになってもらえるようにします！！そして、最初から文ばっかり書いてある本をおすすめする
のではなく、ところどころに写真や絵等が載っている本を勧めて本の楽しさを分かってもらいたいです！！

まずは、自分の好きな本や作者を教えて面白いと言ったら他にも色々紹介する。本が苦手っていうのは、イコールそもそも読まないと分からないから、もっ
と学校全体で本に触れる取組をすれば良いと思う。人それぞれ好きな分野があるため、その分野を見つけて読めばやっぱり自分の好きなものだから夢中にな
れると思う。あとはやっぱりその本の感想等を言うことだと思う。本はびっしり文字が詰まっているからちょっと読んだだけで疲れてしまうので、全体の感
想を伝えることによって、どんな展開になるのか気になると思うから。

読書が苦手な友達にも、読書をすることの楽しさを伝えるために、友達同士でおすすめの本を紹介し合う場を設けるのが良いと思います。個人個人で好きな
本の面白かったと思った部分や見どころを言い、交流し合うことで、話し相手である友達にも紹介した本を読んでもらうのが目的です。このような交流の時
間をいくつか設けることで、本を好きになることだけでなく、本を通してのコミュニケーションで友情を深めることができるのではないかと思いました。ま
た、読書好きな生徒たちが、自分が好きな本の題名、作者名、出版社名、感想、イラスト等を小さな細長い紙に描き、しおりにして、図書館で本を借りてく
れた人たちに配るという取組をするのが良いと思います。しおりに描いた本の題名やイラスト等を見て、興味を持って読んでくださる方がいれば、読書の輪
がもっと広がるのではないかと思いました。

その友達が、興味のありそうなことについての本を見せて紹介したり、最初は本ではなく漫画を見せて、それが気に入ったらその漫画の本バージョンを勧め
る。それで似ていて、最初に映画等アニメーションを見せてから本を勧める。先生にお願いして、皆で図書室に行って本を借りる場を設けてもらう。（学校
の朝読書の時間等で）学校の宿題等で、本を読んでからでないとできない課題を出す。

図書館に中高生専用のスペース（中高生だけが使える机と椅子、おすすめの本等が並べられている）を作ってくれれば、図書館を利用する中高生は増えると
思います。理由は、大人と共同で机を利用していると迷惑になっていないか気に掛けてしまい、本を読むことに集中することができない学生が多いと思うか
らです。中高生専用のスペースを作れば、図書館に来館する中高生が増えて、さいたま市の中高生の学力が上がると思います。そして、多くの中高生が図書
館に行くことによって読書が苦手な学生も「自分も行ってみようかな」「誘ってもらったし、行ってみようかな」と思うようになると思います。なので、ど
うかさいたま市の図書館に中高生専用のスペースを作っていただけませんか。よろしくお願いいたします。中高生専用スペースができることを心からお待ち
しております。

まず、そのお友達と一緒に、原作の本がある映画を観ます。そして、「その映画面白かったね～！」と言われたら、「実はこれね…。原作本があるんだよ
～」と言います。きっと、読書が苦手だということは、字を追うのが嫌。物語（ストーリー）が分かりにくい。等嫌悪感を抱いているはずですが、映画を観
終わった後なら話ももう分かっているし、きっと読みやすいと思います。原作本とで話が少し違う映画もあるので、その点も楽しめると思います。

学校の授業に図書館に行ってできる取組等をもっと増やせば自然に慣れていくと思います。教室等にも本を置いておけば良いと思います。学年に合った本を
置いておくことで本と親しみやすい環境になると思います。他には、１人ずつみんなの前で自分の好きな本を紹介するというものをすることでそれに共感
し、コミュニケーションにもつながり、友人と一緒に本を読むことが楽しくなると思います。その教科に関係のある本を置いておくということで勉強にもつ
なげられると思います。

最初の方は漫画等の面白いものを読ませてから、ライトノベル等の小説を読ませる。これには一つの理由がある。何故なら、ライトノベルは絵が豊富で漫画
のようで、内容も恋愛ものから異世界もの等、様々なジャンルがあるからだ。例えばだが、「弱キャラ友崎くん」というライトノベルは北与野が舞台になっ
ていて、内容も分かりやすい。このように漫画やライトノベルを身近に感じさせ、本を身近に感じさせてみると良いと思う。

僕は、興味がありそうな本を勧めてみると良いなと思います。何故ならその人が今まで読んできた本がつまらなかっただけだと思います。僕も小学６年生ま
で読んできた本は超つまらなかったです。何でその本を出す自信があったのか分からないくらいでした。でも面白いと思った作者の他の本等読むと面白かっ
たし、漫画も面白いと思うので、その２つを勧めれば良いと思う。尾田栄一郎さんの本は面白かったので、「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」を勧めたいです。

図書館でそれぞれのジャンルのおすすめの本を目がにつきやすいところに置き、興味を誘ったり、字を読むのが好きでなければ、文字が少なく、写真や絵が
多い本や漫画等も良いと思います。また、最近スマートフォンやネットの依存率が高いため、図書館にＷｉｆｉを設置したり、充電スペース等を設置したら
良いと思います。そしてもう一つとしては図書館に行きたくなるようなことが書いてあるポスターを貼っても良いかと思います。最後に、本を何冊か読んだ
ら何かの限定品がもらえる等のイベント等を行っても良いと思います。

僕は読書が苦手な友達を図書館に誘ったりするためには、まず本のあらすじや絵等を描いてポスターを作ることが良いと思います。そして、それを見た人が
興味を持ってくれるように結果は書かないであらすじを使って工夫し、そのポスターに目立つように大きく壁に貼って皆の視線を集めます。そして、読書が
苦手な友達等も立ち止まったら声をかけて、この本の良さを伝えて友達が興味を持ち始めてきたら、はじめの方は本を貸し、友達も慣れてきたら、「一緒に
図書館に行こう。」と誘うことをすれば、相手にも本を読む楽しさを知ってもっと良くなると思います。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり、本を勧めたりするには、読書についての魅力を伝えれば良いと思う。例えば、本を読むことによって知識を増やした
り、想像力を豊かにすることができる。このように、自分にとってどれだけ利益があるかを、教えることで本を読む気になると思う。

読書が苦手な方には、最初から文字数やページ数が多い本ではなく、文字数が少ないかつ絵等が含まれている本を読ませてあげたら良いのではないかと考え
ます。また、自分は小学生の頃本が大嫌いでした。ですが、漫画等楽しく読むことのできる本の影響で本が大好きになりました。なので、漫画や文字数の少
ないものから紹介していき、徐々に発展させて読書というものを普及させていけば良いのではないかと考えました。

本を見せまくると良いと思う。本を勝手にバッグに入れとけば良いと思う。本を机の上に置きまくれば良いと思う。勝手に友達の耳元で本の良さを言いまく
れば良いと思う。その勧めたい相手と会う時に何があっても本の絵が描いてあるＴシャツを着て来る。

アニメーションや漫画で有名な物語のライトノベル等、読みやすい本を友達に勧め、読書の楽しさを分かってもらえば良いのではないか。そして、週に２～
３回は必ず読んでもらい、習慣をつける。何故なら、苦手意識をなくすためだ。読む力がないと、文章問題を解くのが困難になる。なので、まず内容が簡単
な本で読む力を身に付けた方が良いと思う。それでも集中ができないなら、小学生程度の本を勧める。図書館には、本のジャンルが幅広くあるので、そこに
友達を誘ってみたりすると良くなると思う。

読書が苦手な友達を図書館に誘ったり本を勧めたりするためには、まず友達の好きなことを聞いて、それに関連するような本を勧めます。そうすることで友
達が図書館に行く機会が増え、本を読むことも多くなります。最終的には本をたくさん読むようになります。ですが、１つ問題点があります。本があまりに
も好きになってしまうと友達と話をすることが少なくなったり、運動をすることがなくなってしまいます。そのようにならないように適度に本を好きになる
ようにします。読書と友達との会話が両立できるようにすれば良いと思います。

本が苦手な人にはまず、本当に短い本か、友達の好きなアニメーションや映画の原作を勧めるのが良いと思います。僕も本はかなり苦手ですが、アニメー
ションや映画の原作の本ならなんとか読むことができます。しかし、それでも読むことができないと言うならば、怖い話を勧めるというのはどうでしょう
か。怖い話は少し本とは違って大体の人が続きが気になってどんどん読んでしまうと思います。それでも無理なら本当に無理ですね。

まずその友達と仲良くなり、日頃の話題に本や漫画を話すと、その話について行こうとして本が苦手な人でも漫画や本を読むことになります。それに漫画を
描いている人（作者）がおすすめする本や漫画、関連している本等に興味を持ってくれると思います。近年はスマートフォン等でも本を読むことができるの
でそのような機能を勧めて読む機会を作るのも良いと思いました。



自分自身読書が嫌いなのでどうすれば本に親しみを持てるか考えてみました。例えば、自分の好きな映画があるとして、その映画の原作となった本や本に
なったものを読むと親しみやすくなるのではないでしょうか。それによってあらかじめ物語は分かっているし、読んでいるところを映像で思い出しながら読
み進められるので、まるで映画を観ているような気分になれると思います。実際に僕も母親や国語の先生にそのように勧められ、今では本を持ち歩くように
なりました。

その友達が何故本が苦手なのかを知った上で、本の欠点ではなく、美点を見つけ、本の良さや楽しみ方を教える。最初は、読みやすい本から読んでもらって
徐々に本に興味を持たせて、引き込んでいくのが良いと思う。

何でも良いから本を読んでもらう。図書館を楽しくする。

自分の好きな本を何冊か紹介する。または、相手が好きそうな本を勧めてあげれば良いと思う。「ビブリオバトル」をする。興味のない本でも読みたいと思
うことがあるから。

勧める必要がない。

図書館でイベントを行う。図書館に自習室等を増やし、図書館へ行く機会を増やして本との関わりを深める。

本の良さをアピールする必要があると思います。例えば、「ＰＯＰ」を作ったり「ビブリオバトル」等をしてより面白そうに紹介することが重要になってく
ると思います。

ビブリオ披露

学校でつい最近行った「ビブリオバトル」は大変盛り上がった。図書館でグループになり、自分の読んだ本を紹介したり、決められた本について皆で話し合
う等という本に触れる活動を行うと良いと思う。

自分の好きな本をとにかく１冊読ませる。その人がその本を読み終わったら感想を言い合う。（最初はなるべく簡単で薄っぺらい本にする。）そうすればお
互い楽しくなってくると思うから、どんどんたくさんの本を読んでいく。（段々難易度を上げていく。）

１番読みやすい本を「読んでみて！」と言う。図書館行くのを付き合って！と言って連れて行く。

「ビブリオバトル」の大会を各地で開催すれば良いと思う。また、市の図書館にカフェを併設して、長時間飽きずに勉強できる環境を用意すれば良いと思
う。若者が訪れやすいように、おしゃれな内装にして安い料金で飲みものを提供すれば良いと思う。

授業の中に図書館に行くという時間を与えたらどうか。休み時間、必ず１回は図書室に行くというルールを作ったらどうか。親が本を勧めたら良いと思う。
絵本から読めば良いと思う。本の良さを伝えれば良いと思う。

本を読まなければ罰として罰金5000万円を科す。（法を作る）

まずは、簡単な漫画や、絵本を勧めてみて、そこから短編小説等の本を読ませてみる。他にも、勉強や調べもののために、一緒にやろうと誘う。

本が苦手なら、そんな無理に勧めなくて良いと思う。そもそも自分から読みたいと思わない限り何も変わらない。

電子書籍で良いので、まずは自分の趣味に添った漫画を見つけると良いと思う。

自分が読んだ中で読みやすかったり、面白かったりした本を上手く友達に紹介して読んでもらう。（「ビブリオバトル」等）一緒に本を読む時間を作る。

読書の良さ、楽しさを教えるために、先生や友達が「この本面白いから読んでみて」とかを積極的に勧めてみたりする。学校で、読書をする機会を朝の時間
等でする。「ビブリオバトル」をしてみる。

学校で本を紹介する時間を設ける。「ビブリオバトル」を年１度くらい開く。おすすめの本を手紙で配信する。

私は、本のポスターを街中に貼った方が良いと思います。理由はそうすることによって、どれか自分に合った本が見つかると思います。

しおりやビックカバーを無料で提供したり、工作をするイベント等をすれば良いと思う。本を借りた冊数等をポイントにして、貯まったら景品をプレゼント
するのはどうでしょうか。

本が苦手な人は、多分、読みたいと思わないからだと思う。どうしたら読みたくなるか、それはもっとフリーになれば良いと思う。部屋を２つ作り、じっく
り読むところ、友達と話しながら読む等、人が本と触れることができるところを作る。

読書がだめなら読まずに聞くという方にするのはどうだろうか。読むのではなく聞くということが本を読めない人が本を知るということができるのではない
か。例えば専用アプリでレンタルできる等といったサービスを提供するのはどうだろうか？

その子が好きなジャンルについての本を勧めたらどんどんその子が本好きになると思います。そして、映画とかは本の映像化なのでその映画が好きならその
本を勧めたら良いと思います。

その子の好きなジャンルを考え、自分の読んできた本の中で１番おすすめの本を紹介する。また、映画のノベライズやイラスト付きの本、雑誌等、読書が苦
手でも読みやすいような本で図書館に誘う。

友達に図書館に行こうって言ったら、友達は図書館に行きたくないので、勉強しようって言って友達を呼び出す。そして、勉強をしてる時にこの本おすすめ
だよとか、勉強に関することが書いてある本を紹介する。

①読書が苦手な友達の趣味を知り、その趣味に添った本を勧める。また、そこから図書館に誘い、興味の幅を広げていき、読書好きにしていけば良いと思い
ます。②教室に、様々なジャンルの本を置いておくのも良いと思います。③「ビブリオバトル」等、同年代の人が本を紹介してみるのも良いと思います。

その人が好きになれそうな本を探してあげたら良いと思う。図書館を増やせば良いと思う。

図書館に英語の漫画があるから読んでみたらと言う。

学校の宿題等の調べ学習の時、インターネットの使用を禁止する。学生の持っているインターネットにつながるもの全てを、学生だけのインターネットにつ
なげる。そうすれば、自然に図書館に行くと思う。

図書館の隣にゲームセンターを建て本を20分読んだらゲームコイン10コインもらえるというシステム。

まずは友達の家にある何でも良いから本を読ませる。それで興味を出したら図書館に誘う。もしくは条件を出し強引にも興味を出させる。本の話を長ったら
しく友達に聞かせ、本を勧める。

本のあらすじを説明して興味を持たせてあげたら良いと思う。あらすじが面白ければ面白いほどその本を見たくなると思うし、本を読むきっかけを作れる。
また、本のＰＯＰがたくさん載っているポスターを作ったり、そのポスターを皆が通るところに掲示したりすると良いと思う。

自分のおすすめの本を紹介する。

友達を一緒に勉強しようと言って図書館に連れていき、勉強に疲れた時に、本を読んでもらう。



自分のおすすめな本を紹介する。彼女や彼が好きそうな本を勧めてみる。短めの本から読ませてみる。漢字が難しくないもの、文が簡単なものを勧める。
「ビブリオバトル」をしてみる。

その子の好きそうな本を読ませてみる。短くて面白い本を探してあげる。パンフレットを見せてみる。クラスで「ビブリオバトル」をする。図書館に行くよ
うにするためにイベントをする。

「ビブリオバトル」を学校ごとに行い、本に興味を持ってもらう。

ＳＮＳを開設して、本について発展する。勉強スペースを設けて、そこでテスト前に勉強できるようにして誘う。本の好きなジャンルを聞いて、その本を勧
める。

ＳＮＳを使う。読ませる。映画化して見せる。図書館にドリンクバーや漫画スペース、休憩スペースを作る。

私は今年の夏に図書館ボランティアとして「リブサポ」活動をしました。実際に活動をしてみて本の整理をしましたがとても楽しく本の整理等をすることが
でき、このことを友達に話したりしました。そうしたら友達にこんなイベントがあったんだ等と知らないという人が多数いました。本が好きではない人もこ
の活動を通して本が好きになるかもしれないのでこの「リブサポ」を宣伝するためにポスター手紙等を全生徒に配布していけば良いと私は思います。

本を読まない人や、習慣がない人には、学校の国語等の授業のなかで、「ビブリオバトル」のようなものをやり、本の魅力をつたえる。図書館に、雑誌等、
中高生が読みそうな物を置いたりして、図書館に気軽に行けるようにする。朝の会後や、朝のホームルーム後に、10～15分間ほど時間をとり、読書をする。
それで、本を読む習慣をつける。

本好きな人は、本をよく読みます。逆に本が苦手な人は、あまり本を読みません。好きなものと苦手なものがあれば、もちろん好きなものをやりたいですよ
ね。本をたくさん読んでもらうには、「本を好きになる」ことが大切です。人間好きなものの方が熱心になれます。とはいっても、本を急に好きになること
は、不可能です。そこで、私が考えたのは、その人の好きなものに関連した、本をその人におすすめすることです。例えば、アニメーションや漫画が好きな
人には、そのアニメーションや漫画の小説をおすすめする。本編では分からない話を知ることができて、面白いです。スポーツが好きな人には、その人が好
きなスポーツに関連のある本をおすすめする。やり方のコツやケアのやり方等、その人にも役立ちます。物語が好きな人は、すぐ本を好きになります。ぶ厚
い本は、一見読むのが大変に思えますが、読んでしまえば、お話の続きが気になり、あっと言うまに読み終わります。その人にあった本、お話を見つけるこ
とが大事なのだと思います。

私は月刊漫画のように、１冊の中に色々な物語が少しずつ入っている本があれば、色々な物語に触れることができ、興味を持つジャンルや作品に触れる機会
が増えるのではないかと思います。話を１冊で終わらせるのではなく、いくつかに区切れば、たくさん読んでもらえるし、いくつかの話を一度にのせること
で、興味のない話も、読んでもらえると思います。私は読書が大好きなので、色々な人に、色々な本を読んでもらいたいと思います。

私は、中高生が学校の図書館や地域の図書館を「もっと利用したい」と思えるよう、以下の２つを提案します。１つ目は、外観を整えることです。人は殺風
景なところよりも華やかなところを好むでしょう。だから、季節ごとに例えば夏なら七夕関係、冬はクリスマスをイメージしたイルミネーションをつけると
良いと思います。２つ目は、貸出しペースを早くすることです。我々、中高生にはあまり時間がないのでできるだけ早く手続を終わらせたいです。さくさく
進めば、図書館で働いている方も我々中高生も気持ち良いことでしょう。なので、中高生が多い時間帯にはいつもより多い人数で貸出しすると良いと思いま
す。このように、私は中高生に「もっと利用したい」と思ってもらえるようにするため以上の２つを提案します。

５分間等、短い時間で読める短編物語集を用意し、その本を読書が苦手な子にすすめ、その本の中から面白かったものを皆で発表する機会を設けその面白さ
を味わう。（短編物語集は朝の時間を使い読む。本は１日ごとに回し読みしていく。）そうすることでまだ苦手な人は読書の集中力がないためまだ面白さを
感じられ、５分の本を読み続けていけば集中力が少しずつ伸びていき、少しずつ長めの本も読めるようになっていくのだと思いました。

図書館や図書室を「もっと利用したい」と思ってもらうために、今流行っている本や賞を受賞した本を「図書館便り」等で紹介する。読書の魅力を伝えるた
めに、「ビブリオバトル」を開催したり、本を紹介するポップを作る。

私は、読書と聞くと小説や図鑑等、印象がかたいものを読むということだと思います。小説は、絵が少なくて読みづらい。図鑑や参考書は目的がないと使う
機会がない、というのが原因だと思います。ですが、漫画にすれば、誰でも読みやすく簡単に手に取ることができると考えることができます。既に私の友達
は、読書は苦手だったけど、図書室においてあった歴史上の人物の生涯を描いた漫画を好んで読み、読書が楽しくて好きになった、という人がいます。楽し
みながら、知識を取り入れることができる漫画を図書館へおけば、友達を図書館に誘いやすくなると思います。

まず、1996年に出された第15期中央教育審議会第一次答申（「21世紀を展望した我が国の教育のあり方について」）において、「生きる力」というものが重
要ですよ、という考え方が出てきました。これはどういうことかというと、1970年代から80年代に学力を成果が計測可能なもの、として捉え、点数や偏差値
を重視したわけで、受験競争の過熱化、「落ちこぼれ」いわゆる学力格差、そこから出てくる青少年の非行等色々あって、これはまずいのではないかという
ことで出てきたのが「生きる力」を重視するという考え。具体的に読書と関連する部分を書きますと、簡単にいうと主体的思考力、問題発見・解決能力。あ
とは、豊かな人間性に支えられた心の発達。この大きく分けて２つが、読書によって身につけられる部分だと僕は思います。別に読書じゃなくても電子書籍
だったりインスタグラム・フェイスブック等でも良いのですけれども、話がそれてしまうのでここでは置いておきます。現役の中学生として思うのは、1970
～80年代の「学力重視」的考え方が、まだ生きていると思います。具体的には、道徳の授業等の時間に、自分から発表しようという意欲が見られない。これ
は「生きる力」が足りていないからこそ起きることだと思っています。実際にＩＥＡの国際学力調査の数学科において、日本は計算能力は優れているが、数
学的思考に関わる問題の点数は、比較的に見れは低い傾向にあります。これも「生きる力」の欠如から来るものではないのでしょうか。結局どうすれば読書
を苦手な人を図書館に誘ったり本を勧めたりできるのか、ということですが、「生きる力」ということと大きく結びついていることを認識し、広い視野を
持って取り組んで行くと良いと思います。具体的には何か新しい知識を得た時、「何故」そうなるのか調べる癖をつけたりする。これは先生の協力があれば
心強いです。先生がそういう教育をしてくれれば、子どもたちへの影響が出てくるでしょう。あまり詳しくは知らないけれど、大学入試で記述問題が重視さ
れるとかいう話も聞いたことがあります。これからの教育において「生きる力」は重要だと思うので、どのような方法を使うにしても、「生きる力」と結び
つけて取り組んで行くようにしたらどうでしょうか。参考・引用　日本大百科全書（ニッポニカ）

独特な宣伝で興味を引けば良いと思う。図書室は面白く、気付かない人が多いと思うので、きっかけが必要だと思うから。

学級の中で自分が１番読みやすいと思った本を紹介する。そうしたら読みやすいと思う本が見つけやすくなって本が好きになれば図書館にも行くと思う。

共通の趣味を持つ人同士で、その趣味に合った本の紹介をし合える場を持てたら良いと思いました。（国語の授業や学活の時間等）

図書館は少し固いイメージがあるので、図書館の本棚をユニークにする。文字数が少ない本や絵が多くある本等、読みやすい本をたくさん置く。本の予告や
あらすじを映像にして流す。飲食店を併設して立ち寄りやすくする。等の取組をすると読書が苦手な人でも図書館を利用する人が増え、本を読む人も増え
て、もっと良くなっていくと思います。

季節の本の紹介をしたり、読書タイムを小・中学校で行えば、良くなると思う。図書館で静かに読書できるスペースと、話しながら読書をできるスペースに
分けるのはどうか。今はスマートフォンを持つ人が多いので、電子書籍を借りられるようにするのはどうか。キャンペーンをもっと多く行うのはどうか。絵
本早読み大会を行い、図書館の利用客を増やすのはどうか。漫画を置いたらどうか。有名人を呼ぶのはどうか。

自分の中学校の図書室では、先生たちのおすすめの本を紹介しています。人気の先生のおすすめの本は、あっという間に借りられてしまいました。このこと
から考えると、有名人や人気タレントのおすすめの本等を紹介したりして、図書館で取り扱えば、「好きなアイドルのおすすめの本なら、読んでみようか
な」と思ってくれたりして、本の苦手な人でも読んでくれると思います。

※公表に当たり、表記を一部修正・削除しております。
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