
■実施期間
2012/4/16（月）～2012/6/4（月）

■2012年度実施件数・参加者数

件数 参加人数
163 3,736

実施件数（学科別）
経済 経営 観光経営 法律 日文 史学 社会 心理

34 24 6 21 4 9 10
心理 外国語 教育文化 初等教育 スポーツ医療 現代ビジネス 人間文化 計

9 13 4 11 13 3 2 163 件

■アンケート集計結果

参加者数 3,736 名 男性 2,568 名

アンケート回収枚数 3,716 枚 女性 1,098 名

回収率 99.5% 無回答 50 名

[１]DVD「情報の達人」を見て、大学図書館の役割が分かりましたか？

よく理解できた 2,168 58.3%

少しは理解できた 1,363 36.7%

あまりできなかった 64 1.7%

無回答 121 3.3%

3,716 100.0%

[2]スカベンジャーハントはどうでしたか？

楽しかった 2,102 56.6%

ふつう 1,510 40.6%

つまらなかった 65 1.7%

無回答 39 1.0%

3,716 100.0%

[3]OPACの使い方はわかりましたか？

よくわかった 2,298 61.8%

ふつう 1,316 35.4%

あまりわからなかった 90 2.4%

無回答 12 0.3%

3,716 100.0%
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[4]PC利用の方法はわかりましたか？

よくわかった 2,309 62.1%

ふつう 1,337 36.0%

あまりわからなかった 61 1.6%

無回答 9 0.2%

3,716 100.0%

[5]説明はわかりやすかったですか？

わかりやすい 2,848 76.6%

ふつう 847 22.8%

わかりにくかった 12 0.3%

無回答 9 0.2%

3,716 100.0%

[6]これからMELICを使おうという気持ちになりましたか？

はい 3,359 90.4%

いいえ 57 1.5%

どちらともいえない 288 7.8%

無回答 12 0.3%

3,716 100.0%

[7]本日のガイダンスの全体的な印象は？

楽しかった 2,366 63.7%

ふつう 1,298 34.9%

つまらなかった 27 0.7%

無回答 25 0.7%

3,716 100.0%

[8]今後参加してみたい講習会に○を付けてください。

1,247 23.9%

2,135 40.9%

278 5.3%

480 9.2%

187 3.6%

889 17.0%

5,216 100.0%

※総回答数に対する割合

就活関係のデータベース講習会

雑誌記事データベース講習会

研究テーマの資料の探し方

雑誌論文の探し方

レポートの書き方講座

総計

無回答
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[９]【[２]スカベンジャーハントはどうでしたか？】その評価の理由を教えてください。（代表的な意見のみ掲載）

よくわかった、発見できた

・全然知らなかったMELICの事が分かったから。

・それなりに館内のしくみがわかったので、役に立てたから。

・ＭＥＬＩＣの事がよくわかった。

・答えを探しながら、図書館全体を見ることが出来たからです。

・自分で調べることでメリックの使い方も身につくから。

・ＭＥＬＩＣの知らない所を知れた。

・たくさんの本とDVDがあったのを発見できた。

・知らない利用方法を知れた。

・体験しながら理解できた！！

・探している内にどんな本がどこにあるのか分かってきたから。

・使い方をよく理解することが出来たから。

・新しい発見がいろいろあった。

・膨大な資料の中から探す、宝探し的感覚で出来たから。

・メリックを探検しながら知ることが出来たから。

楽しかった！

・いろんな所に本が沢山あって見つけるのが楽しかった。

・わくわくしたから。

・図書館の使い方を楽しく知れたから。

・楽しくないかと思ったら、楽しかったというギャップ。

・広くて沢山の本があって、探すのが楽しかったです。

・宝探しみたいで面白かったです。

・初めて見たところばかりで楽しかった。

・夢中になっていたから。

・宝探ししているみたいだった。

・自分で実際に行動してMELICの使い方が分かった上、楽しめた。

・クイズで図書館をまわれて楽しかった。

・問題が工夫されてておもしろかった。

友達と協力してできた

・みんなと協力しながら進められたから。

・友達が出来たから。

・協力できて満点だったため。

・いろんな人と話せた！

・同じグループの子ともっと仲良くなれる機会にもなったから。

・コミュニケーションがとれた。

要望

・問題数をもっと増やしてもいい。

・１００点を取ったので授業へのプラス点がほしかった。
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[１０]ガイダンスに参加しての感想・意見などをご記入ください。（代表的な意見のみ掲載）

MELICのここがすごい！

・広いが学生がとても多いという印象だった。静かで使いやすそうだと思った。

・全体的に設備がすごかったです。

・高校とかの図書館と違って規模が大きかった。

・雑誌やＤＶＤの多さにびっくりしました　体験アドベンチャーは楽しかったです。

・本の借り方がすごくてびっくりしました。ＭＥＬＩＣにいっぱい来たいです。

・こんなに良い図書館があるのは知らなかった。

・本がありすぎて、少し楽しめそうでした。

・ＰＣの利用方法の説明が丁寧でわかりやすかったです。

・パソコンの予約のしかたがわかって良かったです。

・MELICには色々あって楽しいところだなと思った。

・４年間意味のある物になると思った。

・地下に初めて行って、電動書架に感動しました。

・MELICのAVコーナーで時間がある時はDVDを見たいです。使い方が知れて良かったです。

よくわかった

・MELICの事がよくわかった。

・このガイダンスで今までよくわからないこともわかったからよかったです。

・わりと堅くならない授業でよく理解することができた。

楽しかったです。

・ＰＣ利用や情報リテラシーの復習になってとてもわかりやすかったです。

・ＭＥＬＩＣの使い方もわかったし、本の探し方もわかってよかった。

・自分たちでＭＥＬＩＣ内をまわれたので、どこに何があるのかわかった。

・色々とＭＥＬＩＣのことがわかったから　次回から一人でも出来るようになりました。

・みんなでたのしめた！図書館の使い方がよくわかった。

・ＭＥＬＩＣでの色々な使い方が理解できた。

・今まで疑問に思っていたことも、よく理解出来ました。

・短時間でＭＥＬＩＣの使い方がわかった。

・MELICのスタッフさんが皆優しかった。楽しく学べるガイダンスでした。ありがとうございます。

活用したい

・MELICの使い方が良くわかった。レポート提出時には積極的に利用したい。

・本の借り方やパソコンの使い方がわかったので、これから利用していきたいと思った。

・とてもわかりやすくて、楽しかったです　これからＭＥＬＩＣを有効活用したいと思います。

・わかりやすいガイダンスで、今後MELICを使用したい気持ちになれてよかった。

・説明がわかりやすく、今後積極的にメリックを利用しようという気持ちになりました。

・楽しく受講することができた。ＭＥＬＩＣを活用していきたい。

・この良い施設を良い方向でどんどん利用していき、自分の力にしたいと思います。

・普段からはＭＥＬＩＣに行くことはありませんが、今日のガイダンスを受けて、とても活用できる場所

なのだと思いました。今後は何かとＭＥＬＩＣにお世話になることが多くなると思います。

・最初は何も知らないで来ていましたが、説明がわかりやすかったので、今後も有効活用していきたいです。

・メリックの使い方がわかり、これから授業のあき時間や、レポートを書く時にでも利用しようと思いました。

・これからもＭＥＬＩＣをうまく利用して、自分にあった本を探したいです。

・疑問が一気にはらせて、安心して利用できるようになって良かった。

・スライドを使ったり、自分たちで実際に本を借りたりしながら、使い方を理解することが出来たので、
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これからに期待

・メリック全体の室温が高すぎると思う。本当に暑い。

・館内が凄く暑いので、なにか対策をしてほしい。

・飲み物を飲んでいい場所が欲しい。

・夜の10時までやっているのは大変いいですが、1限の授業の予習をしたいので、8時くらいに開けて

欲しいです。

・電源プラグの増加。１Ｆのメディアラウンジや各階の四角いテーブルにつけてもらいたいです。

・自習室の使用時間を２２時に戻してくれるとありがたいです。

・本が置いてある書棚の位置を、画像で表示して欲しい。

・黒板コーナーをもう少し拡大して欲しい。

・ＤＶＤをもっと増やして欲しい。

その他

・スタッフ手製の本の推薦などあったら楽しいと思う。

・とても楽しくてよかったです。　欲しい本があるので、どんどんリクエストしたいです。

・有名人とのやり取りの企画をやってみたいと思いました。

以上
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