
小学生のみなさんの作品





安宅小学校 ５年

有馬 周史さん

【題名】本のとりやすいらくらく図書かん
本がどこにわけてあるかわかりやすくするため



安宅小学校 ５年

菅原 大地さん

【題名】たのしい図書館
きらくに楽しい図書館はトロッコに乗ってすぐ近い図書館へいけます。

なんと！トロッコは無料で利用できます。トロッコは２人乗りで自動運転です。

ぼくの絵の思いは、らくに図書館へ行けたらいいなと思ったからです。



安宅小学校 ５年

中野 悠里さん

【題名】komatsu アトラクティブ ライブラリー
小松のみりょくである「木場がたのカヌー」と名産「トマト」を取り入れました。

県外から来た人でも楽しく小松を学べます。



安宅小学校 ５年

村上 愛佳さん

【題名】ふんすい広場
広場のふんすいの上にすわる所があるから、その上で本を読んでいい気持ちになって

帰ってほしいから。



安宅小学校 ５年

森田 大和斗さん

【題名】かん単に本をとれる楽々図書館
本がどこにあるか、とりにくいなどいろいろたい変だから、

ロボットなどがとってきてくれると楽々にできると思ったから。



安宅小学校 ５年

吉田 翠さん

【題名】自然たっぷり図書館
木が本当の木のように見えるように葉の部分を工夫しました。自然の水の音や木の

葉の音を聞きながら本を読めたらいいなと思い、自然たっぷりの図書館にしました。



安宅小学校 ６年

秋山 徠斗さん

【題名】ねて見れるよ、図書館
ねて見ることができて、最初の本の文字がかいているたななのでどこに本があるか

分かるよ！！



安宅小学校 ６年

油野 まりえさん

【題名】カフェのある図書館
おいしいコーヒーなどをのみながら本をたくさん読んでくつろげる図書かんが

ほしかったから。



安宅小学校 ６年

井幕 叶恋さん

【題名】便利で楽しい図書館
図書館で本の注文ができて（お金もいる）絵を書くスペースがあって、本を見ながら

絵をかいたりできて、便利で楽しい図書館になっていてほしい



安宅小学校 ６年

岩崎 未耶さん

【題名】ペッパー・調べ学習図書館
利用する人が使いやすくて、楽しく学ぶことができるすばらしい図書かん



安宅小学校 ６年

圓地 久太郎さん

【題名】奇跡のハーモニー図書館
ドライブスルーの図書館や、移動式図書館、ドローン式図書館などの近代的な

図書館とツリー図書館、ハンモックで読めるなどの自然的な図書館を合体させたら、

楽しいだろうなと思ってえがきました。



安宅小学校 ６年

岡田 稀生さん

【題名】だれでも使える図書館
子どもから大人までみんながみたい本があったりだれでも使える便利で安心できる

図書館があるといいなと思いながらかきました。



安宅小学校 ６年

小野 花音さん

【題名】ショベルカー型未来図書館
ショベルカーの形をしていて、小さい子どもでも遊べるすべり台や勉強ができる

オフィスなどがあります。のり物の町だから、のり物をつかった図書館にしていろ

いろな人がつかえるようにしました。



安宅小学校 ６年

加藤 瑞季さん

【題名】デジタル・ライブラリー
未来の図書館はぜんぶの本が電子書せきになっているんじゃないかなと想像しました。
読みたい本はパソコンに入っているので、大きな画面で読みやすく、たなにもどす必要もあり
ません。広い図書館に座れる場所がいっぱい増えてゆっくり読めます。あと、人気の本を順番
待ちしなくてもいいなと思います。



安宅小学校 ６年

加藤 遼大さん

【題名】自然図書館
かべがガラスなこと。魚がいること。木があること。



安宅小学校 ６年

上西 莉愛さん

【題名】いろんな本がある。
大人も子どもも毎月きたくなるように人気な本がたくさんあるようにえがいた。

カウンターをリアルにえがいた。



安宅小学校 ６年

北中 大陽さん

【題名】人がつながるわくわく楽しいみんなの図書館
２階の図書館で本を借りるついでに、１階のカフェやスーパーなどによったり、

３階のフィットネスジムで体を動かしたりしたら便利じゃないかなあと思って

描いてみました。



安宅小学校 ６年

北村 咲耶さん

【題名】ネコ図書館と飲食ゾーン
ネコとふれ合いながら本を読めるのは、いやされるしリラックスできるのでは？と思い、ネコ図書館に。

そして、ふれ合い、本を読んだ後小腹が空くというけいけんがあったので、飲食ゾーンをつけました！

私は皆が「楽しい」と思えるような大人～子どももみんな楽しめる図書館にしたいです。



安宅小学校 ６年

北村 颯亮さん

【題名】静かな図書館
ぼくは、静かですずしくて集中して本を読める図書館が増えたらいいなと思い書き

ました。



安宅小学校 ６年

口出 結衣さん

【題名】未来型図書館
デジタル化が進んだ未来。図書館の中にはロボットがいて、本について、色々教えて

くれている図書館が思いうかびました。



安宅小学校 ６年

古梅 果歩さん

【題名】夢がかなう図書館
例えば・・・美容師・医者・教師などのお話の本を読むだけでなりたい職業につける。

→こんな図書館があったらいいなと思った。



安宅小学校 ６年

坂野 楓奈さん

【題名】子どもから大人まで楽しめる図書館
小さい子や赤ちゃんが楽しめるように読みきかせのスペースを作りました。大学生や中学生など勉強やパソコンを

使える場所を作りました。子どもは物語や絵本、中学生などは理科や社会、大人は雑誌や新聞などだれでも楽しめる

本を並べました。人気なさっかによる絵では、自分の好きなさっかや知っているさっかの絵を見て楽しめるスペース

にしました。このように、だれにでも楽しめる図書館があったらいいなと思いました。



安宅小学校 ６年

清水 日葵さん

【題名】動物が見れる図書館
動物を見て図鑑をみたりできるというところがいいと思いました。



安宅小学校 ６年

志武 廉斗さん

【題名】Virtual Reality World Library
VRで将来的にありそうなAIをつかった図書館。VRの装置をつけて検さくして、本を見る。

近代的な図書館にした。



安宅小学校 ６年

田中 雅也さん

【題名】いろんな図書館
図書館をもっと広くしたい理由はもっといろんな本を読みたいからです。



安宅小学校 ６年

徳永 珠利さん

【題名】図書館
自分の読みたい本をパネルに番号を入れていつでもかりることができるようにした

という思い。



安宅小学校 ６年

中川 夏綺さん

【題名】勉強ボックス
とびらがあると人に見られなくて音が入りにくくなります。だから集中しやすくなります。２人用、

３人用は友達と勉強で教え合ったりで外の音にもれにくいと考えました。みんなで使う大きいテーブルを

図書館にいれたり、いろんな目的で使えます。国語辞典、漢字辞典で分からない言葉を調べられます。

光（ライト）をあてて読みやすくしたり、移動できたりします。



安宅小学校 ６年

中谷 彩音さん

【題名】カフェのある図書館
ソファーにすわり、コーヒーやジュースをのみながら、ゆっくりくつろいで好きな

本を読むことができます。



安宅小学校 ６年

中村 うわさん

【題名】カプセルカラフル図書館
1人1人がゆったりとすごせる空間をつくりたかったので、カプセル型の図書館を描きました。
カプセルの中は防音でしずかにたのしめるようにしたいです。遊具をつけて小さい子でもあそべる
ようにしたい！ロボットのボタンをおすと本がおりてくるしくみです（ジャンル別）カラフルで
アートのようにしたい。みんながたのしめる子供用図書館があったら。



安宅小学校 ６年

中村 達基さん

【題名】植物がある図書館
自分はよく本をがーって読んで、目がつかれる時があります。その時に、自然を

見るとそのつかれがとれると思いました。だから植物がある図書館があればいいな

と思いました。



安宅小学校 ６年

西木 心さん

【題名】温か～いポカポカ図書館
冬は図書館で本を読んでいると寒いので温かくなるこたつがあったらいいな～と

思ったので、こたつを書いてみました。こたつがあったら体がポカポカするので

良いと思いました。



安宅小学校 ６年

西川 怜穏さん

【題名】窓の多い図書館
窓が多いと空気が良いとすずしいと本を気持ち良く読めるし、コロナとか（ウイルス）

などにかかりにくいと思ったから。



安宅小学校 ６年

林 紗羽さん

【題名】最適な図書館
ゆとりがあって、自分に合う本がすぐに見つかる図書館にしてみました。私の図書館のイメージは、かたくるしいイメー

ジがあるのでゆったりできるソファなどをおいてみました。私は、自分にあった本を見つけるのが苦手でいつもいい本を

見つけれません。そんな人のために、右上や左下にあるお花型の機械をおいてみました。この機械はジャンルや系統などを

入力するだけで自分にあった本を見つけれる機械です。こんな図書館があると私はとても助かります。



安宅小学校 ６年

林 勇太朗さん

【題名】温泉式図書館
風呂につかりながら本をよむのはいいなと思ったからです。本には防水カバーが

ついていてぬれません。



安宅小学校 ６年

東 哲平さん

【題名】夢のような図書館
何年後にはこんな図書館があれば、人がたくさん集まってくるんじゃないかという

未来を想像しながら書きました。



安宅小学校 ６年

廣瀬 文乃さん

【題名】私の理想の図書館
図書館が大好きなのでこれからも楽しくゆったりと読みたいから未来で進化した図書館を描きました。

①ゆったりとした広いスペースに景色がよく見える図書館！②子どもから高齢者の人々 までみやすく、分かりやすい文字！

③だれでも、気軽に入ることができる飲食スペース！これらのことがあると図書館に行きたくなるし、だれでも楽しむ

ことができると思いかきました。私もこのような図書館をつくっていくためにできることを探していきたいです。



安宅小学校 ６年

藤原 知佳さん

【題名】水族館がある図書館
小さい子からお年寄りまでみんなが楽しめて、いやし効果がある図書館があったら

みんなが自分から来てくれると思った。



安宅小学校 ６年

三谷 ダビさん

【題名】自分の家に近い食べながら本をよめる図書かん
自分の家だといっぱいかりれるし、４かいだての食べれる図書館をつくったらだれも

つくらないと思うから。



安宅小学校 ６年

湊 結菜さん

【題名】だれでも来れる図書館
だれでも使いやすいようにしました。点字ブロックをおいて、不自由な人でも

つかえるようにしました。



安宅小学校 ６年

村田 倫太朗さん

【題名】あったらいいな、こんな図書館
誰でも簡単に本を取れたらいいなと思ってかいた。楽に本が読めるようにロボットが

いたらいいなと思った。



安宅小学校 ６年

山岸 絆愛さん

【題名】カフェテリア付き図書館
本を読みながら、のみものをのめる図書館がほしかったのでかきました。だれでも

かよえる図書館！メニューはのみもの、コーヒー、カフェオレ、スムージー、

ジュースがある！



安宅小学校 ６年

山本 虎児さん

【題名】こんな図書館だったら絶対行く！！
変わった形の図書館だから、行ってみたいな～って思う形にしあげました。



安宅小学校 ６年

吉田 里奈さん

【題名】ブックツリー
母に手伝ってもらい書けたので家族がいっしょに来れて愛を深められるものにしたい。この木からつるされる本を日本

だけではなくアメリカ、ロシア、中国色んな国の色んな人にふれてもらいこの木から世界と交流してほしいと思って書

いた。今地球がどうなっているのかを分かりやすい本で知ってほしいと思う。この絵に対してはどんな気持ちで思って

見てもいいけど少しは政治（世界交流、エスディージーズ）についての考えを変えてほしいと思う。



安宅小学校 ６年

米田 季那さん

【題名】のみ物がのめる図書館
家族で楽しく、1人でもいきやすい図書館になるようにしました。

子どもも、大人も笑顔になれるように描きました。





粟津小学校 １年

林 和花奈さん

【題名】わくわくとしょかん
まどのかたちがまるやしかくのまどでとしょかんのなかをみるとたのしいきもちに

なるかもしれないかもそとにぶらんこもかいたからそとでぶらんこをできます。

そとにも本をかいたのでそとでもよめます。





犬丸小学校 ２年

岡田 美夢さん

【題名】たのしいプールとしょかん
わたしはプールでおよいでいるときに本をよみたいな～てゆうきぶんがするので

プールをかきました。



犬丸小学校 ２年

柘植 心那さん

【題名】未来図書館スーパーランド
はねをつけて、てんじょうをとんだり、トランポリンができたり、まほうのじゅうたんでとんだり、

ベッドでねたり、カフェができたり、えいがを見たり、えのぐでえをかいたり、チョークでこくばんに

えをかいたり、おんせんにはいったり、え本がよめたり、いっしょうけんめい気もちをこめて書きました。



犬丸小学校 ２年

林 梨々花さん

【題名】みんなのロボッ図書かん
みらいと言ったら、ロボットと思ったのでロボットがいるべんりな図書かんを

書きました。がんばってかきました。きかいがあると来る人もべんりだなあと

思いました。ロボットにそうだんもできます。





木場小学校 ２年

くわはら ゆりさん

【題名】にじの図書かん
あかるい色にしてみんながよろこんで、あかるくなるように書いた。



木場小学校 ３年

吉田 光来さん

【題名】ドライブスルー図書館
今コロナの時期や天気のわるい日にべんりな図書館になると思ったからです。



木場小学校 ６年

竹内 里緒さん

【題名】なかよし図書館
いちばん上の人の像は、どんな性別・性格・見た目でも仲良く

なれるということを表しています。次は虹のようにカラフルに

して、多様性をイメージしました。次の段はあくしゅのイラストで、

友達を表しました。さいごの段は、図書館の本がひらいていて、

その中に入るように工夫しました。このように全体を通しても、

世界中の人々が仲良くできるようにという思いを表現しています。



木場小学校 ６年

吉田 名澄さん

【題名】未来型図書館
自分は、今よりも機械化、近代化していて、でも自然を大切にするということを

考えて書きました。





串小学校 １年

竹内 柚希さん

【題名】くつろぎのとしょかん
わたしのだいすきなえほんがいっぱいあって、よみたいほんをロボットがえらんではこんでくれます。

わたしはヨギボーのソファやクッションでくつろぎながらだいすきなえほんをゆっくりよみます。

みらいのとしょかんではジュースがのめて、おかしもたべられます。



串小学校 ３年

池田 百恵さん

【題名】ようこそ！本の世界へ
作品への思いは、子どもからお年よりまでもが楽しめるような図書館になるような気持ち、思いをこめ

書きました。中、高学年たちもべんきょうできるような図書館にもなったらいいなと思いました。小さな

子どもをつれたお母さんや、お年よりの気持ちを考えた図書館があったらいいなと思いました。



串小学校 ４年

竹内 みずきさん

【題名】ロボットとトークけんさく図書館（ロボ図書）
新しいシリーズの本を読みたいと思ってもやめちゃったり、読もうと思っても、その本に手がとどかなかったり

していたので、ロボットとおはなししながら、けんさくできたり、気分によってロボットが本をおすすめしてく

れます。だから本を読もうと思えます。それに本の場所までつれていってくれて、高さも本にあわせてくれるから

どんなに高い所でも本をとれます。だから、本をしっかり読めるからいいなと思いました。



串小学校 ５年

有本 桃華さん

【題名】いつでもすぐにみつかる
さがしている本がすぐにみつからないときがあるので、

あたまの中でさがしている本を思いうかべたらその本が

ひかればすぐに本をみつけれると思った。


