


国府小学校 １年

坂田 七音さん

【題名】プレゼント
ふゆのイメージをしました。



国府小学校 １年

中村 陽菜さん

【題名】わたしのちかくに、えほんがあるいてきたらいいな。
すぐに、すきなほんをよめるからです。あるいてきたえほんとおはなししたいです。



国府小学校 ２年

金山 裕道さん

【題名】とりとりとしょかん
としょかんのかたちがとりだったらかわいいとおもったからです。

そしたら、もっとぼくもいきたくなってきました。



国府小学校 ２年

田中 希空さん

【題名】森のとしょかん
たきとかどうぶつがいるとてもしぜんなもりにとしょかんがあったらいいと

思いました。



国府小学校 ２年

日元 ひなこさん

【題名】足ゆ図書かん
足ゆ図書かんがあったらりらっくすして本がよめると思いました。

やねにまどがらすがあったら外のようすがみれるしくうきがすえると思ったからです。



国府小学校 ２年

松浦 仁香さん

【題名】森のまほうの図書かん
見たい本をそうぞうすると自分の前に自どうでくる図書かん。森の中にあって、

細長い木の中に本が数えきれないほどある図書かん。いすとテーブルも木でできて

いる図書かん。森のきのこをつかったスープがのめる図書かん。



国府小学校 ３年

秋山 莉お南さん

【題名】ふしぎ図書館
本にかかれている物をとることができる本があったりしゅじんこうになれる本が

いっぱいあるふしぎあふれる図書館をうみだしてほしい。さらに休むとき食べ物を

食べてくつろいでもいいかいてきな所もあったらいいと思うと思いかきました。



国府小学校 ３年

浅田 果希さん

【題名】本の主人公になれる本がおいてある図書館
私は、本を読んで心から楽しいやおもしろいと思うことがあんまりなくて本の主人公になれたら、どうなると考えると

本の中ではじっさいにたいけんをするということになるので、リアルにたいけんできて、心から楽しいやおもしろいが

感じられると思います。そしてこの本がおいてあると図書館なので自分の好きな本やおもしろそうな本もあって、みんな

本を好きになってくれると思います。私は、本が好きなのでこんな図書館があったらみんな本を好きになってほしいです。



国府小学校 ３年

今川 まひろさん

【題名】いろんな人と本をよめるとしょかん
このとしょかんはとしょかんカードというものでじどうはんばいきがつかえてるカードです。

このとしょかんをつくったりゆうは、いろんな人といっしょに本をよめたらいいなと思いかき

ました。人びとがこのとしょかんへいってみんながえがおになるといいです。



国府小学校 ３年

岡上 遥香さん

【題名】しずかな本の森
私がこの図書館がいいと思った理由は、自分にあった本、主人公が読者ににているなどの本の主人公の

きもちになれる本がそろっている図書館です。もう１つあって、その図書館はその人１人で読めます。

１人の方がしずかで本に集中できるからです。この図書館で本を好きになってほしいです。



国府小学校 ３年

家たく ゆずなさん

【題名】海の中の図書館
わたしは、海の中の図書館を思いうかべて書きました。海の中の図書館は、いろんな魚を見れたり、海の

中のけしきが見れたりできます。図書館では、海の本やアニメの本、ドラマの本があります。海の本は

海についてべんきょうできる本です。



国府小学校 ３年

加藤 桜さん

【題名】とうめいのまどから空が見れる図書館
とうめいのまどから空が見えてきれいなところとロボットが本をとってくれるので、

とりにいかなくていいところがポイントです。



国府小学校 ３年

北川 か世道さん

【題名】われると本の世界に入れるシャボン玉がある図書館
われると本の世界にいけるシャボン玉がある図書館があったらいいなと思いました。

わけは本の主人公になれるから楽しいし、げん実でいやな事があっても本の世界に

入ったらリフレッシュできるからです。



国府小学校 ３年

北村 紅杏さん

【題名】べんきょうの図書館ノートがしゃべってくれる
べんきょうのことをおしえてくれるしどんどんつぎつぎきてもおしえてくれるからです。わけは、
この図書館があればべんきょうがどんどんできるようになるからです。りゆうはべんきょうができ
たらこころがうれしくなるからです。よこはとけいで、おしえてくれるノートがいるしノートに
きけばおしえてくれるからいいかんきょうになる。



国府小学校 ３年

北村 美織さん

【題名】本を読んだらその本がもらえるよ
私は、お気に入りの本を読んだらその本がもらえる図書館があったらいいなと思いました。

読んでもらうと、その本が２つになります。体がふじゆうな人でももらえます。時にはAIのロボット

にも読んでもらえます。この図書館を使った人には、べんりやまた行きたいと思ってほしいです。



国府小学校 ３年

坂井 想史さん

【題名】おすきな本図書館
この図書館はマイクにむかって好きな本の題名をいうとその本がゆかからとびだして

くる図書館です。いま読みたい本があるときすぐその本を読めるといいなと思いその

作品を書きました。



国府小学校 ３年

坂田 羽るさん

【題名】うちゅう図書館
うちゅうにうかんでいる図書館です。図書館の中に星があったりする図書館です。

行きたい星の本をひらくとその星に行けます。図書館の中は、うかびながら動く

ことができます。



国府小学校 ３年

坂谷 樹生さん

【題名】いろんなことができる図書館
ぼくは、このいろいろなことができる図書館を大事につかってもらって有名な

図書館になってもらいたいです。そしてこんな図書館がしょうらい、いっぱい

あってほしいです。



国府小学校 ３年

清水 ゆず羽さん

【題名】ロボットとあそんだりできる図書館
この作品のロボットはいっしょにおにごっこをしてくれたり読みきかせやおもしろい本を
いっしょにさがしてくれます。こんな図書館があってほしいと思ったりゆうは自分は図書館で
本をよむのはすきだけどたまにはおすすめの本をしょうかいしてもらったりあそんだりしたいと
思ったからこんな図書館があったらいいと思いました。



国府小学校 ３年

新谷 さあやさん

【題名】ロボットのとしょかん
どこにいけばいいのかわからないときにとしょかんまであんないさせてくれる

ロボットをかきました。３人のロボットはおすすめの本もおしえてくれることも

あります。



国府小学校 ３年

曽良 想汰さん

【題名】おばけが友だちの図書館
おばけがいてもそんなこわいおばけではありません。一人でさびしい時におばけが

はげましてくれます。本もいっぱいおいてあるのでいろんな本をえらべます。

この図書館に来て、楽しくてうれしい気分になってほしいと思います。



国府小学校 ３年

大黒 陽琉さん

【題名】未来の森の動物や虫たちに会える図書館
これは、未来の森の動物や虫たちに会える図書館です。

動物たちがよみたい本をはこんできてくれます。空きも

きれいなので、おちついて本を読むことができます。

本や虫やすきな人にたくさんつかってほしいです。



国府小学校 ３年

辻 冬真さん

【題名】べんりな図書館
この図書館はほしい本がはこばれてくる図書館です。この図書館はほしい本を思い

うかべると本がはこばれてきます。本をさがさなくてよくなるから少しべんりになる

なと思いかきました。



国府小学校 ３年

津田 そらさん

【題名】うちゅうの図書館
この作品は、ロケットのように丸がたの形をした図書館

です。ロケットのまどを一番目だたせたいので、図書館

の色はうすい色にして、まどはうちゅうのようにくらい

色して目だたせました。まどのくふうはもう一つあります。

うちゅうの色をまぜてそのあとに、白のえのぐで星を少し

書いて光らせました。くふうはまだあります。つくえがわ

りにくもをつくえにしてコップなどおけるようにしました。



国府小学校 ３年

中井 瑛茉さん

【題名】けしきがきれいなうちゅう図書館
ここはけしきとかもきれいだから、たくさんの人がきてとしょかんの本が全部なくなる人気な図書館に

してたくさんの人が本をすきになってほしいです。あといろんな人がうちゅうをすきになるような図書館

にして1人1人がゆっくり本を読んで楽しい時間をすごしてほしいです。いろいろな人が「楽しい」と言って

くれるようにしたいです。



国府小学校 ３年

中木戸 柊さん

【題名】魚がみれて楽しめる図書館
この図書館は、うみで本もよむだけでなく魚も見ることができます。さらにすうつをきていて

がんじょうなのでしんかいまでいきしんかいの魚もみることができます。あがりたいときは、

赤いボタンをおしたらでれます。本も魚もすきになってほしいからこの図書館を考えました。



国府小学校 ３年

中田 歩夢さん

【題名】本をひらいたらその本のしゅじんこうになれる本がある図書館
ぼくは一度本のしゅじんこうになってみたいと思ってかきました。このえは、自分が

この本のしゅじんこうになりたかったらその本をひらくとその本のしゅじんこうに

なれます。



国府小学校 ３年

中田 そうしろうさん

【題名】まちがえない図書かん
まちがいやこまったときにどうぶつがおしえてくれてみんながまちがえずにこまった

ことのないようにみらいの図しょかんはこうなるといいと思ってしました。



国府小学校 ３年

中谷 梨乃さん

【題名】じゅもん図書館
１さつづつの本は、あけると本当にあったことになります。じゅもんをいうとちか室に

はいれる図書館なのでみらいにあると思ったり、この図書館にきてくれる人は、

えがおでたのしんでもらいたいです。



国府小学校 ３年

中谷 玲雄さん

【題名】乗れてうれしい船の旅の図書館
み来に本当にあったらさい近いやなことがあった人にのってもらっていやな気持ちを

なくしてほしいしその図書館がいろんな本を島と魚でたくさんの人にとどけてほしい。



国府小学校 ３年

中西 紗巳さん

【題名】本が上にういていて友だちといっしょに本が読める図書館
この図書館では、本がういているので、ういている本が読みたかったらジャンプしてとらないといけない

ので、子どもたちもたのしめる図書館です。それに、ふつうの図書館では友だちといっしょに本を読む

ことができません。だけどこの図書館では友だちといっしょに本を読むことができるので、知らない人と

読んだら友だちになれるかもしれません。



国府小学校 ３年

長田 とうしろうさん

【題名】かぜがひいてもVRで本がみれる図書館
いざかぜなど子供がひいたりしてもこのVRが本をよませてくれます。こわれたときは、

電話でちゅう文して３０分でとどくようになっている電話です。本もちゅうもんした

かったらちゅうもんできます。



国府小学校 ３年

西 たけ流さん

【題名】スポーツアンド読書ができる図書館
スポーツなどができますので自分のすきなスポーツをえらんでもらい音をすきとおらせない

かべですのですきに遊んでもらいたいですが、バスケ、サッカーなどのボールをつかう

スポーツで手あらにあつかわせるとかべがこわれてしまいますのでごちゅういください。



国府小学校 ３年

橋本 乙音さん

【題名】すきな本、すきなどう物と本が読める図書館
すきな本やすきな動物といっしょによむことができるとうれしい

からです。すきな本が木から落ちてきてあきないからです。

すきな動物と本がよめたらうれしいからです。ほんとうにあったら

いいと思いました。



国府小学校 ３年

浜松 奏翔さん

【題名】みらいロボット図書館
今は、ロボットがいる図書館は本とのげんじつにないけどみらいはロボットがいると

おもってこの絵を書きました。みんなにたのしんでほしいのは、ロボットに本をとって

きてもらって楽しんでよんでもらいたいです。



国府小学校 ３年

東 愛理さん

【題名】楽しいとしょかん
としょかんではしずかにしないといけないけど楽しくとしょかんでどうぶつとあそべるように書き
ました。この図書かんでは、どうぶつの本をよむと近くのあそびスペースによんだ本のどうぶつが
でてきます。この図書かんのよさは、犬、ねこなど家ではかえないどうぶつとあそべ、何時間でも
どうぶつとあそべます。



国府小学校 ３年

東 航平さん

【題名】ロボット図書館
なぜロボットにしたかというとケガしている人とかが歩けないとき

とかあるとおもったからロボットにいったらとりにいってくれると

いう図書館にしました。目がわるい人でもいうと、とりにいって

くれるからです。



国府小学校 ３年

尾田 菜乃遥さん

【題名】家族で1人じめできる図書館
家族で1人じめできる図書館がいいと思いました。わけは、家族で図書館にとまっても

いいし、いろいろな本のしゅるいもあるし、本がういているからこの図書館がいいと

思いました。



国府小学校 ３年

平村 和こさん

【題名】海の中の自分だけの図書館
この図書館は、自分のすきな本や、自分におすすめする本などがおいてあります。もちろん海の中なので

もぐらないと行けませんが、たまに外でやることもあります。どうしてこの図書館があったらいいと思ったか

というと海にもぐったら魚となかよくなれるし、図書館に行かなくても自分のすきな本が読めるからです。



国府小学校 ３年

福田 りこさん

【題名】1人じめできてかぎを持てば主人公になれる図書館
私は1人じめできる部屋がたくさんあったらいいなあと思いました。それに、主人公になれたらうらやましい

なあと思い、この絵を書きました。本もいっぱいあります。自動でもってきてくれるロボットもあります。

その中には、かぎまでついてるのでいろいろな主人公になれるので、じっさいにできたら、楽しい図書館

だと思います。お客様が毎日来たいと思えるようなみらいがた図書館です。



国府小学校 ３年

船木 悠真さん

【題名】ロボット図書館
図書館に行く時に本を取る時とか本をさがす時とかに本が高い場所にあってとどかない時とか
さがしている本がみつからないという時にこのロボットがいればすばやくとってきてくれるし
お茶がある休けい場所につれてってくれるから本も取ってきてくれるし、休けい場所にあん内
してくれるからみんなにやくだってほしいと思います。



国府小学校 ３年

堀 陽向さん

【題名】まほうの本がある図書館
言葉は分かるけど字が読めない子に1人で本を見てても、ひらいたらよみ聞かせをして

くれるので妹がさいきん1人で見ることが多いのであったらいいと思いました。



国府小学校 ３年

堀 みな実さん

【題名】どうぶつ図書館
この図書館は自分のすきな本を動物がもってきてくれる

図書館です。わけは、動物が自分のすきな本をわかって

くれていたら、どこにその本があるかわからなくても

動物はわかっているので、本をとってくることができる

からです。動物が本を持ってきてくれると、すきな本を

すぐに読むことができます。



国府小学校 ３年

ほりえ がいとさん

【題名】てんくうの図書館
これはみらいふうにしてういている図書館を考えてみました。

みんながたのしく本をよんでみているところをたのしんで

えがきました。



国府小学校 ３年

本田 まさはるさん

【題名】物語の中へ
ぼくはうらしまたろうの物語の中にいます。いいところは、自分のすきな本の物語を

たいけんしたら、もっとすきになれるからです。



国府小学校 ３年

まき田 のあさん

【題名】自分が持ってきてほしい本を思いうかべると本がとんできてくれる図書館

どこにおいてあるか分からない本や持ってきてほしい本を思いうかべると、本がとんできて

くれる図書館です。この図書館があると本をさがさなくていいからみんならくに本を買える

からです。



国府小学校 ３年

松浦 桃士さん

【題名】自分のお気にいりの本をとってくれるとしょかん
じぶんのお気にいりの本がたかいところにあったらたとえば「サバイバルとって」と

いったらじどうでセンサーがはんのうしてとってくれる。



国府小学校 ３年

松本 寧音さん

【題名】お話の中のじんぶつがでてくる図書館
この図書館の本は中を開くとその本のじんぶつがでてきます。たとえばシンデレラ

だったらシンデレラ、王じ様、ねずみ、バシャなどがでてきます。だからこの図書館は、

本を読むのがきらいな人でも本をすきになります。



国府小学校 ３年

南 あつきさん

【題名】音楽をききながら楽しめる図書館
ぼくはいい歌とかいい絵本でたのしめる図書館です。そしてロボットが体の中で絵本を

だします。この図書館は雲の上にあるのでだれもこられなくてやっていくにはちかの

ドアにあるのでだれにもしらされてないです。



国府小学校 ３年

南 ゆうがさん

【題名】海の中の図書館
水中のとんねるの中をとおって海の中にある図書館へいきます。

海のいいけしきもみれてすいぞくかんにいるとおもう図書館です。



国府小学校 ３年

本村 心らんさん

【題名】うちゅうのとしょかん
うちゅうにいてうちゅうじんがマンガとかどこにあるかおしえてくれます。

本がどこにあるかわからないからです。よさはうちゅうじんがたすけてくれる

ところです。



国府小学校 ３年

山下 晋平さん

【題名】む重力で本が読める図書館
この図書館は入ったらむ重力になって本が読める図書館です。

書いたわけは、うちゅうはむ重力だから地球でもむ重力がたいけんできたらいいなと

思って書きました。



国府小学校 ３年

山西 主水さん

【題名】ペンギンのあん内図書館
ペンギンがあんないしてくれる図書館にしたわけは、だれかがよみたいほんがどこにあるか

わからないときにペンギンがあんないしてくれるからです。この図書館のよさは、いろいろの

本からおもしろそうなのをとってペンギンがよみきかせをしてくれるところです。



国府小学校 ３年

山本 栞さん

【題名】ゆっくりできる図書館
つかれたときに、このとしょかんにくれば、ゆっくりできたりできるし、おふろも

はいれたりできる図書館であかちゃんをつれてきても、あかちゃんがよろこぶところを

つくったところがメインのところです。ぜひ、ゆっくりしてみてください。



国府小学校 ３年

吉井 希々葉さん

【題名】おゆにつけるとえいぞうが出てくる本
図書館に温せんがあってそこには本があります。その本をおゆにつけると、その本の

えいぞうがでてきて本の字を読まずにその本の理かいができます。この図書館に来て

たくさん本を理かいしてほしいです。



国府小学校 ３年

吉田 陽貴 さん

【題名】かせいとしょかん
かせいのものがわからないときは、しらないもののことが本にかいている本がじぶんの

うえからふってくる。



国府小学校 ４年

粟生 向葵さん

【題名】便利なロボットのいる図書館
私がこうなったら今よりももっと図書館に行きたいと思った図書館にしました。このロボットが

いると、好きな本を見つけることが楽になるし、本をさがさなくてよくなります。ロボットに

どんな本がいいのか言うと、ロボットが言ったことに合った本をもってきてくれます。



国府小学校 ４年

出戸 萌瑛美さん

【題名】犬とねこも入れる図書館
人だけじゃなく動物と一緒にこれる図書館ができるといいなと思いました



国府小学校 ４年

福村 有紗さん

【題名】本をはこんでくれるよロボット君
こんな図書館があったらいいなと思ってかきました。



国府小学校 ５年

丑屋 椿生さん

【題名】自分だけのオリジナル本
いっぱん的な図書館は、本を読んだりすることが多いけれど、この図書館は、本を読んでその本を

参こうにして、自分だけのオリジナルの本を作って小さい子にみせてあげるというようになっています。

自分の好きなようになるまで何度も書くという物も未来の図書館になってほしいです。



国府小学校 ５年

坂田 梁 さん

【題名】きょうりゅうの本屋
きょうりゅうがいる時代の本屋をイメージしてかいた。



国府小学校 ５年

室 香里さん

【題名】魔法の図書館（開店前の）
わたしは、この絵だけでこんな作品をつくったのかと分かるようにしました。



国府小学校 ６年

今川 綾菜さん

【題名】不思議な図書館
私はいつも家で本を読んでいます。たまに、外で読み、外で貸りられる図書館があればいいなあと

思います。そこで、今回は外で本を読める図書館をかきました。外をひょうげんするために不思議な

木をかき、動物も貸りられる夢の図書館をかきました。



国府小学校 ６年

出戸 まなみさん

【題名】未来の図書館
有名な本に関係しているガラスに色がついたものが窓だったらきれいだなと思いました。

また、真ん中に木があるのは、自然の中で本を読んでいる気分になれたらいいなと考え

たからです。


