
 １班

場所 項目 イチオシ 意見

1 ・大企業だけでなく中小企業も

・室蘭を全面的に（工場・天候・医療）

・科学の粋を集めたような建物を

（広報とかに掲載している人）

・体験型の施設展示機能
（大人も体験できるもの）
（バーチャルで体験できるもの）

・子どもたちが楽しんでいた。さらに充実を
（ボルタetc、鉄を）

・他館等とネットワーク化
（他の科学館、白鳥大橋との連携）

1 ・製作所をオープンにすれば興味ある人が集まる

・科学館のバックヤードをオープン化

幼児だけでなく、「中高生」・「大人」も楽しめ
る

・幼児～小学生だけでなく大人も学べるように

「SL」を活用したい
・SLをもっと目立つところに、鉄道ファンが集まる
（呼び込みの一つの目玉）
（坪川監督PR効果を期待）

・勉強スペースを拡大すれば学生も集まる

・イベント、ワーキング等に使えるスペースを貸す
（静かな場所とか目的別にゾーニング）

「ふくろう文庫」を活用しよう 1 ・ふくろう文庫の常設展示

1 ・郷土資料室の活用、特に「添田衆文書」

1 ・室蘭を本のまちにしたい

「検索・予約」をもっと便利に （デジタル化して検索）

「視聴覚コーナー」がほしい ・なんでも貸す

・民間委託で無く市立で
（例えば岡山県立）

・係の人が少ない
（専門的が必要、スタッフの教育）

裏面へ続く

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」

図書館の「スタッフ」をもっと良く

「今ある機能」・「室蘭らしい機能」をもっと活
用しよう

図書館

ネット環境の整った「自習スペース」が必要

「直している所」が見えるように

大人も子どもも「体験」できる

科学館

「企業」や「工大」との連携、「室蘭らしさ」を



 １班

場所 項目 イチオシ 意見

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」

（科学館）
・学校教育との連携
（小学校と科学館をオンラインでつなげる）

（図書館）
・学校教育との連携

「飲食スペース」や「カフェ」がほしい ・喫茶図書館を作れば市民も集まる

（科学館）
・収納庫の工夫

（図書館）
・夏季期間の冷房

（図書館）
・バリアフリーの完備
（エレベーター）

（図書館）
・本棚を自動収納式に
（本が並んでいることが大事）

（図書館）
・ボランティアグループの活動拠点

「科学館と図書館の連携」を促進 （映像的な連携）

古くて「スペース」が足りない

共通

「学校教育」との連携を充実



 ２班

場所 項目 イチオシ 意見

・日本一の室蘭に来ないと体験できないものを

・市内の魅力ある技術が体験できる場
（中小企業の技術を学ぶ）

・海を学べる展示やスペース
（室蘭の海について）

・天文学関係のスペースを充実
（屋上を使えるようにして天体観測）
（宇宙や天文学に希望が持てる展示・イベント）

・プラネタリウムでジャズが聞きたい

・ものづくり教育に子どもたちがふれる

1
・小学校で習った「なぜ」を体験して科学大好き人間へ
（気象台と連携した小学生向けの天気・地震など身近
な事が分かるイベント）

・実験が出来るスペースは残して

対面で教えてくれる「かもけん」 ・かもけんの先生は残して

・短期の科学クラブをやってほしい
（２～３回くらい、多いと行きにくい）

・実験ステージがほしい
（高度な実験の実演）
（子どもたちが囲めるショーステージ）

「直している所」が見えるように 1
（展示物の修理や改修など職員がやっていることがみ
える）

「SL」を活用したい ・SLは旧室蘭駅に移しては

・出前科学館の出来る機能、サイエンスカーなど

・もっと便利な場所にしては

・個室や個人スペース

・学習スペース

「子ども」にももっと配慮して
・自分の本を選んでいる間に子どもと遊んでくれる人
（読み聞かせ）

・堅苦しくなくゆっくり本を楽しめる空間
（子どもの空間と分ける）

・ゆっくり読書できるスペース

・読書スペースにソファを

・寝ながら漫画が読みたい
（畳やカーペットのスペース）

その他 （雑誌もあると良い）

裏面へ続く

「閲覧コーナー」を拡充

図書館

ネット環境の整った「自習スペース」が必要

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」

その他

こんな「イベント」があればよい

大人も子どもも「体験」できる

「プラネタリウム」、「天文スペース」の拡充

科学館

「企業」や「工大」との連携、「室蘭らしさ」を



 ２班

場所 項目 イチオシ 意見

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」

「学校教育」との連携を充実 3

（科学館）
・理科教育を支える機能
（学校として利用可能）
（学校への器具の貸し出し）

（科学館）
・バックヤードの充実

（図書館）
・バックヤードの充実
（本の修理が見える）

「科学館と図書館の連携」を促進
・科学館の「？」を調べて発見する
（科学館で体験したことを学べる図書を紹介）

古くて「スペース」が足りない共通



 ３班

場所 項目 イチオシ 意見

・食品検査、水質検査などが出来ると良い
（室蘭は自然豊か、野鳥の通り道）

・室蘭のものづくりに関することを一つにまとめて展示
（新日鉄、日石、最近の取組をPR）

「プラネタリウム」、「天文スペース」の拡充 1
・プラネタリウムの充実
（リニューアル）
（子どもも大人も楽しめる）

大人も子どもも「体験」できる ・体験コーナーを多く

・かもけんの活動は今後も

・実験を一緒にやってくれるボランティアがよい。ここを
充実

・かもけんの先生を生かしつつ手作り感を残したもの
に

・長期休み時のワークショップを充実
（自由研究でも使える）

・昔の科学クラブが今なければ開催を

・高学年向けの設備は？
（フロア分け、１F子ども・２F高齢者）

・大人が来ても楽しめ、勉強できる科学館

・子どもはもちろん大人も市内外の人が利用できる

・水族館と複合

・50年後の姿
（魅力ある施設に）

ネット環境の整った「自習スペース」が必要
・勉強できるスペース、読書スペースが大きくなれば
（勉強しに行きたい）

・年齢に合わせた読み聞かせの充実

・子どもから大人まで利用できる（子どもがたくさん利
用できる）

・室蘭図書館のビジョンは。対象・特徴・子どものス
ペース

「ふくろう文庫」を活用しよう ・全国に誇ることができるふくろう文庫を中心に

「閲覧コーナー」を拡充
・閲覧コーナーの拡大
（本館3階しかない）
（靴を脱いで読める輪西分室はいい感じ）

「検索・予約」をもっと便利に ・インターネットで新書の紹介（画像付き）

裏面へ続く

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」

「子ども」にももっと配慮して

その他

幼児だけでなく、「中高生」・「大人」も楽しめ
る

こんな「イベント」があればよい

図書館

対面で教えてくれる「かもけん」

科学館

「企業」や「工大」との連携、「室蘭らしさ」を



 ３班

場所 項目 イチオシ 意見

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」

図書館の「スタッフ」をもっと良く 3
・サービスを行う側が心地よく通え、働きやすい場所
（人が大切、良い人材集め）

「開館時間」の延長
・輪西分室で行っているボランティアの拡充、開館時
間延長
（20:00まで、本館や他の分室も）

・明るい環境
（暗くて狭い）

・中庭を拡大して木の下で本を読みたい

・自然を生かした「緑の図書館」日差しが和らげば本
の劣化も防げる

・利用しやすさから中島の複合公共施設へ

・50年後の姿
（魅力ある施設に）

「飲食スペース」や「カフェ」がほしい
・カフェを作ることで利用者が増える
（気軽に立ち寄れる）
（スタバ）

古くて「スペース」が足りない
（図書館）
（フラットフロアー、ノンステップなど当り前）

「科学館と図書館の連携」を促進
・図書館とのコラボﾞは
（気になったことを図書館で調べたい）
（科学に関する図書）

1

共通

その他

「自然」を生かした図書館
図書館



 ４班

場所 項目 イチオシ 意見

1 ・自然と工業という室蘭の技術をPRする学びの場

・工大とのコラボ、中小企業の展示

・工大と連携した研究・研修施設
（公開講座との連携も）

・工大生が小学生と交流
（単位認定し、工大生がもっと来るように）

・設計の段階からできないか

・大手企業は黙っててもPRしたい。中小企業も

・低炭素社会

「プラネタリウム」、「天文スペース」の拡充 ・最新プラネタリウムを売りに

1 ・対面で教えてくれる所が良い

・手作りの実験装置をそのまま残して

・1回の雰囲気を少しでも残して

・青いエプロンの人が子どもと一緒にしているのが良
い

（手の届くところにいろいろあるように、危険なものは
注意）
（整理され過ぎるとダメ）

・幼児から高齢者まで

1
・学びとしての科学と歴史としての科学
（大人も見て学べるレベルのも）

・ホタルを呼ぶ。ビオトープ

・温室、植物園の開放
（太陽エネルギーの活用も）
（昔のバナナができるような温室）
（苫小牧は一緒）

・温室でなく四季を感じるもの。生き物も

・野草園を残したら自然のブラインドで日光を和らげる

「SL」を活用したい
・D51はぽっぽらん公園に移動
（とりあえず残したい）

・入江公園

・交通機関の充実
（今はちょっと歩かないといけない）

・勉強等個人スペース

・ネット環境の整った広い自習室

・フリーWi-Fi

（学生の学びの場を）

（机といすがあればそこが勉強スペース）

裏面へ続く

ネット環境の整った「自習スペース」が必要

その他

「温室」をもっと良くしたい

図書館

幼児だけでなく、「中高生」・「大人」も楽しめ
る

対面で教えてくれる「かもけん」

科学館

「企業」や「工大」との連携、「室蘭らしさ」を

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」



 ４班

場所 項目 イチオシ 意見
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1
・ふくろう文庫は市民の心あるお金による室蘭の宝
（年数回の展示スペース）

・DVDやCDの貸し出し

・ビデオ（DVDコーナー）
（貸し出しと視聴）

「分類」をもっと分かりやすく
・分類表の見直し、室蘭独自のものに
（法律があるのは分かるけど）

その他 ・日鋼のレンガを残したい

「学校教育」との連携を充実
（図書館）
・小中学校通信の展示

1
・飲食スペースがほしい
（共有でも狭いのでは）
（昔は科学館にあった）

・食事スペースの運営はNPOや福祉団体。もしくは売
り上げを施設の運営に役立てる仕組み

・飲食などで外に出たくない

・双方共通のカフェスペース

・科学館祭りでパン屋が来るときは便利

（科学館）
・作業スペースの確保

（科学館）
・企画展示可能なフリースペース

（図書館）
・書架スペースの確保

（図書館）
・企画展示可能なフリースペース

（図書館）
・おはなし会の場所

（図書館）
・夏涼しく、冬暖かく

・司書と青いエプロンの人が井戸端会議できるように

（ちなみに両施設の行き来はどうなるのか）
「科学館と図書館の連携」を促進

古くて「スペース」が足りない

「飲食スペース」や「カフェ」がほしい

共通

「視聴覚コーナー」がほしい

「ふくろう文庫」を活用しよう

図書館



 ５班

場所 項目 イチオシ 意見

・室蘭の鉄の勉強が出来る
（工作に活用）

・中学生向けを企業や工大と協力して充実

・プラネタリウムの解説などもっと詳しく

・宇宙スペースをもう少し充実して欲しい

（大人用と子ども用で分けるのも良い）

（昼の観光客用に夜景やイルカの上映）
（観光につなげる）

・地震体験が出来る
（体験で身近になる）

・実際にやってみることが出来る。実験などもっと増や
して

対面で教えてくれる「かもけん」
・かもけんの先生に教えてもらった事を覚えている
（直接教えてくれると楽しく覚えられる）

「温室」をもっと良くしたい ・中庭を探検できたり休憩スペースを

「SL」を活用したい ・SLに触ったり乗りたい。場所が分かりにくい

・入口のカンちゃんが子どもに人気
（大人も）

（年間パス）

・自習室のスペースを個別に

・自習スペースがほしい
（テーブルがたがた）
（せまい、集中したい）

・今のキッズスペースは小さい、子どもが自由に本を
選んで読めるスペース
（ダメダメ言うと行きたがらない）

・児童図書をゆっくり見るスペースの拡充

・子どもが足を伸ばして絵本を読めるスペース。楽しい
家具など
（テーブルじゃなくてたたみ、クッション）

・読み聞かせの場所をもう少し広く
（狭くて入れない子も）

（空調を快適に）

「閲覧コーナー」を拡充
・外を眺められる閲覧スペース
（中庭を見ることが出来る）

裏面へ続く

2「子ども」にももっと配慮して
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図書館

科学館

「企業」や「工大」との連携、「室蘭らしさ」を

1

1大人も子どもも「体験」できる

「プラネタリウム」、「天文スペース」の拡充

ネット環境の整った「自習スペース」が必要

その他



 ５班

場所 項目 イチオシ 意見

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」

・三市での利用は便利
（三市以外も広がればよい）

・古い新聞が読めるのが良い

・DVD上映会やミニコンサートなどのイベントが良い

図書館の「スタッフ」をもっと良く 1
・受付は本探しなどで気軽に相談できるのでよい
（1人→2人へ）

「自然」を生かした図書館 （外で読めればよい）

「学校教育」との連携を充実
（科学館）
・修学旅行や見学旅行の受入

「飲食スペース」や「カフェ」がほしい （食事スペースも）

（科学館）
・吹抜けから実験やイベントが見える
（大人も見てて楽しい）

（図書館）
・図書の保存場所をもっと明るく

「科学館と図書館の連携」を促進 ・雨天の日に1日過ごせるぐらい学びや体験を

図書館

「今ある機能」・「室蘭らしい機能」をもっと活
用しよう

古くて「スペース」が足りない

共通



 ６班

場所 項目 イチオシ 意見

・ボルタの制作を月１～2回ほど

・関連団体とのコラボ、たたらの会・工大など

・「鉄のまち」

・鋳物でキーホルダーなど学校でできない体験を

・企業提供の情報を展示

・市民の支援が必要

・中小企業にも光を当てた展示を

・プラネタリウムを使っていない時間を有効に活用

・自作プログラムを残したい

・ライブもできるプラネタリウム室

・今のプラネタリウムの座席は配置が良くない

対面で教えてくれる「かもけん」 1
・指導者が大切
（図書館にもこういうスタッフがいたらよい）

こんな「イベント」があればよい
・電子機器の製作体験を簡単なものから高度なものま
で

・展示を良くするためにも広い作業場が必要
・only　oneの展示を充実。そのためにも広いバック
ヤード
・手作りの実験道具が良い

・バックヤード、作業スペースの不足

幼児だけでなく、「中高生」・「大人」も楽しめ
る

・中高生の利用が少ない
（自分の年齢が上がっても行きたい）

「温室」をもっと良くしたい ・ミニミニビオトープ

・科学に興味がわくような施設に

・使いやすいことが大事

・インターネットの充実。フリーWi-Fi

・フリーWi-Fi

・自由に使用できるパソコンのある自習室

・ゆったりした自習スペース

・電源があり、PCが持ち込める自習スペース

「子ども」にももっと配慮して ・子ども用の床マット、個室スペースも

・ふくろう文庫の充実利用

・ふくろうの会の作品収集は素晴らしい

・戦争時代からある新聞が良い

・移動図書館の充実

・自宅でも検索でき、配送も行ってくれると良い

・パソコンでキーワードだけで検索できるように

・インターネットによる予約

・貸出図書のリクエストを出来るように

裏面へ続く

1「検索・予約」をもっと便利に

図書館

1

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」

1

「今ある機能」・「室蘭らしい機能」をもっと活
用しよう

「ふくろう文庫」を活用しよう

1ネット環境の整った「自習スペース」が必要

その他

「直している所」が見えるように

「プラネタリウム」、「天文スペース」の拡充

科学館

「企業」や「工大」との連携、「室蘭らしさ」を



 ６班

場所 項目 イチオシ 意見

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」

「視聴覚コーナー」がほしい ・DVDの視聴スペース

・分かりやすく展示して

・分類コーナーが探しにくい

・新刊告知ボードをもっと見やすくして

その他
・本のリサイクルを充実
・本屋機能があれば

「飲食スペース」や「カフェ」がほしい ・カフェ、レストランの設置

（図書館）
・せめて弱冷房

（図書館）
・通路は2人通れるぐらいに

（図書館）
・車椅子のために工夫を

「科学館と図書館の連携」を促進 ・ものづくり支援図書コーナー

・雨水の利用

・雪を使った冷房
「環境」に配慮した施設に

古くて「スペース」が足りない

共通

「分類」をもっと分かりやすく
図書館



 ７班

場所 項目 イチオシ 意見

「企業」や「工大」との連携、「室蘭らしさ」を 1 ・３Fの企業展示もあった方が良い

「プラネタリウム」、「天文スペース」の拡充
・天体、宇宙に特化したジャンルの充実（プラネタリウ
ム含む）
（天体、宇宙ジャンルを残そう）

大人も子どもも「体験」できる 1 ・触り放題で直しが聞く展示

・かもけんの精神をつづける

・スタッフが作ったり直したりしている空間へ入ってい
けるのは良い

・科学の原理原則に誠実にアクティブに行動している
のは良い

こんな「イベント」があればよい ・理科の実験のような実験を増やして

・工作、実験教室の場所を確保して

・木工作やPCなど専用の部屋があると良い

幼児だけでなく、「中高生」・「大人」も楽しめ
る

・中学生も楽しめることを
（ロケットに乗る体験）

「温室」をもっと良くしたい ・花卉・植物の育成を兼ねた庭園とビオトープ

・中高生の利用を促進する学習室

・中高生の学習室

・図書館で勉強する人が増えているので水などの飲み
物を

・児童図書の座って読むスペースを子ども用に

・読み聞かせの専用スペースを
・大人と子どものスペースが同じ階だと行き来しやす
い

「ふくろう文庫」を活用しよう ・ふくろう文庫の常設展示室、閲覧室

・ゆっくり読書できるスペース

・明るく静かな閲覧室

・閉架や古文書に光を当ててみては

・古文書を保管から閲覧に

・古文書、郷土資料などの保管庫

「視聴覚コーナー」がほしい ・DVDなど視聴覚設備が完備したスペース

「開館時間」の延長 ・貸出期間をもう少し長く

その他 ・保管場所よりも市民が便利なように

「飲食スペース」や「カフェ」がほしい ・利用者が飲食できるガラス張りの開放的なラウンジ

（図書館）
・外から見るとコンパクトでも中はゆったり、
（車椅子OKに）

（図書館）
・出来るだけ閉架せずゆったりした開架スペース

「科学館と図書館の連携」を促進 ・科学館と図書館の併合の効果を伸ばす

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」

1

古くて「スペース」が足りない共通

「今ある機能」・「室蘭らしい機能」をもっと活
用しよう

「閲覧コーナー」を拡充

2

「子ども」にももっと配慮して

図書館

ネット環境の整った「自習スペース」が必要

「直している所」が見えるように

対面で教えてくれる「かもけん」

科学館



 ８班

場所 項目 イチオシ 意見

「プラネタリウム」、「天文スペース」の拡充
・北海道で一番南のプラネタリウムは続けて、ドーム
は講演などでも利用できるように
（映画の上映などもできるように）

・実際に体験しながら学べる実験や工作を増やして

・体験、ソフト開発をさらに伸ばす

・下の階の遊ぶ道具を残して

対面で教えてくれる「かもけん」 ・対面型という説明が理解しやすい特徴を残して

・科学クラブのような講座を続けてほしい

・工大で実施しているものづくり教室を月1回やれば

「直している所」が見えるように
・工作スペースは複数で、道具がそろったものに
（工作している所がみられるとよい）

「温室」をもっと良くしたい ・現在の中庭のような緑は残してほしい。

ネット環境の整った「自習スペース」が必要
・勉強のための明るめな照明
（大きい学習用の机が必要）

「子ども」にももっと配慮して ・小さい子が本を読むスペースをもう少し広げて

「閲覧コーナー」を拡充 1 ・苫小牧のようにゆったり読書できるスペース

「検索・予約」をもっと便利に ・返却待ちの本がいつ帰ってくるのか分かるように

「自然」を生かした図書館 1 ・緑をみながら読書の息抜きが出来ればよい

その他 ・若い人が図書館を利用するのに何が必要か

（科学館）
・収納スペースが複数あるとよい

（科学館）
・みんなが作った作品を展示できる場所

（科学館）
・お勧めの場所とか道案内を設置して欲しい

（共通）
・共用のイベントスペース

「科学館と図書館の連携」を促進 ・子どもたちが自由に行き来できればよい

8/20開催第1回WS　テーマ「科学館・図書館の良い所・伸ばしたい機能を考えよう」

2

古くて「スペース」が足りない
共通

図書館

こんな「イベント」があればよい

大人も子どもも「体験」できる

科学館


