
MELICガイダンスアンケート集計

作成：学術情報グループ　企画システムチーム

■実施期間
2015/4/13（月）～2015/6/11（木）

■実施内容
体験型ガイダンス「スカベンジャーハント」

■2015年度実施件数・参加者数

件数 参加人数
158 3,409  

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 心理

34 24 6 20 4 9 9 9
外国語 教育文化 初等教育 スポーツ医療 人間文化 現代ビジネス 再履修 計

13 4 10 13 1 2 0 158

■アンケート集計結果
※各表における割合については、全て小数点以下第2位を四捨五入し整理しており、各表における割合の和と合計欄の数値が異なる場合あり。

参加者数 3,409 名

アンケート回収枚数 3,351 枚

回収率 98.3%

学年 性別

1年 3,327 名 男性 2,343 名

2年 9 名 女性 989 名

3年 2 名 無回答 19 名

4年 2 名 計 3,351 名

無回答 11 名

計 3,351 名

 [１]大学図書館の役割がわかりましたか？

よくわかった 2,644 78.9%

ふつう 614 18.3%

あまりわからなかった 18 0.5%

無回答 75 2.2%

計 3,351 100.0%

2016.6.20

2015 ライフデザイン演習Ⅰガイダンス
参加者（学生）アンケート結果

ライフデザイン演習Ⅰ（1年次前期）
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MELICガイダンスアンケート集計

 [２]スカベンジャーハントはどうでしたか？

簡単だった 425 12.7%

ちょうど良い 2,289 68.3%

難しかった 584 17.4%

無回答 53 1.6%

3,351 100.0%

 [３]本の貸出・返却の仕方がわかりましたか？

よくわかった 2,587 77.2%

ふつう 682 20.4%

あまりわからなかった 58 1.7%

無回答 24 0.7%

3,351 100.0%

 [４]OPACの使い方はわかりましたか？

よくわかった 2,488 74.2%

ふつう 797 23.8%

あまりわからなかった 58 1.7%

無回答 8 0.2%

3,351 100.0%

 [５]PC利用の方法はわかりましたか？

よくわかった 2,392 71.4%

ふつう 890 26.6%

あまりわからなかった 51 1.5%

無回答 18 0.5%

3,351 100.0%
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 [６]説明はわかりやすかったですか？

わかりやすかった 2,696 80.5%

ふつう 619 18.5%

わかりにくかった 11 0.3%

無回答 25 0.7%

3,351 100.0%

 [７]1カ月に読む本の冊数をお聞かせください。

5冊以上 221 6.6%

2～4冊 685 20.4%

1冊 972 29.0%

まったく読まない 1,447 43.2%

無回答 26 0.8%

3,351 100.0%

[８]これからの大学生活でMELICを使おうという気持ちになりましたか？

はい 3,043 90.8%

いいえ 49 1.5%

どちらともいえない 226 6.7%

無回答 33 1.0%

3,351 100.0%

[９]本日のガイダンスの全体的な印象は？

楽しかった 2,474 73.8%

ふつう 816 24.4%

つまらなかった 30 0.9%

無回答 31 0.9%

3,351 100.0%
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MELICガイダンスアンケート集計

[１０]今後参加してみたい講習会に○を付けてください。【複数選択可】　

930 22.0%

1,622 38.4%

139 3.3%

320 7.6%

96 2.3%

116 2.7%

1,000 23.7%

4,223 100.0%

※総回答数に対する割合

[１１]【[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

・スカベンジャーハントを通じて、色々と見ることができた。

・図書館の配置や機能を理解できたから。

・どこにＯＰＡＣがあるのか、どうやって借りるのかというのが分かった。

・色々と歩きまわる必要があって、その分詳しくなれると思う。

・色々な階に行けて、自分の知らないところに行けたから。

・楽しくフロアごとにどういう場所かが分かった。

・MELICについて知らない事が多かったけれどいろいろ分かった。

・自分達で利用の仕方を学べたから。

・体験することによって図書館の役割が良く分かった。

楽しかった！

・楽しくMELICについて知ることができました。

・楽しみながらMELICの使い方が学べた。

・教授に本を紹介するのが楽しかった。

・MELICは広くて難しかったけど楽しみもあった。

・初めてのことを手探りで探せて、ガイダンスとして良かった。

・本などを探すのが大変だったけどとても楽しかったから。

・様々なブースの探検をできてよかった。

・こういうゲームみたいなのが好きだから楽しめた。

・楽しめて、利用の仕方を自ら学べたから。

・難しすぎず、簡単すぎず、楽しかった。

・内容の難易度が違って楽しかった。

・楽しかったです。時間制限があっておもしろかった。

・初めて入ったので、とまどったりもしたけど楽しかった。

・楽しかった。点数制なのが良かった。

・ほどよく難しくて、楽しかったから。

・MELICの事を良く知れて楽しい企画だったから。

無回答

計

OPACの使い方

就活関係のデータベース講習会

レポートの書き方講座

雑誌論文の探し方

研究テーマの資料の探し方

新聞記事データベース講習会
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チームで協力してできた

・3人で役割を決めながら頑張った。

・仲良くなれた。

・みんなで協力して出来たから。

・友だちと一緒にやったので分かりやすかった。

・友達と協力して時間内にできたので。

・パートナーの人が積極的に行動してくれたから。

・まだあまり互いを理解できていない人たちと、協力して事に当たれた。

・チームの人達と協力して館内をあちらこちら歩き回り、楽しく取り組めたから。

・グループでの学習をすることで、交流を深める意図があり、とても楽しかったです。

・1人だと分からないけど、友達とできたから。

簡単だった

・結構早く終わったから、分かりやすかった。

・パパッと本を探せたから。

・一度MELIC内を見回ったことがあったので。

・複雑でなくて分かりやすかった。

・問題がやさしかった。

・すでに借り方や検索の仕方を知っていたから。

・地図があって分かりやすかった。

・書いてある通りにやれば良かったので！

・探す場所が大体書かれていて、すぐに探せたから。

・探せば解ける問題ばかりだったから。

・量こそ多いが、単純だったから。

丁度いい難易度・時間だった

・時間内にちょうど終わり、難易度もちょうど良かったから。

・すぐ分かるものもあったし、協力してやるものもあったから。

・時間が少し短かったけど資料があって分かりやすかったのでちょうど良かったです。

・簡単な問題や難しい問題の両方があった。

・1つ1つは簡単だったけど、問題数が10問というのがちょうど良かったです。

・絶妙な難易度だった。

・レベルが良い配分で分けられている。

・制限時間の長さがちょうど良かった。体験することで覚えやすかった。

・30分間だったから量的にもちょうど良かった。

ここが難しかった

・集密書架が見つけにくかった。

・地下の集密書架の場所を探すのが難しかったから。

・パソコンが難しかった。
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・指定図書が難しかったです。

・自分が借りようと思った本が全部貸出中だった。

・担任の先生に本を紹介する際、なかなか伝えられなかった。

・オススメ本をPRするのが大変だったから。

・本を探すことは簡単だったが先生に本を説明するのが大変だったから。

・最後15個書くのが大変だった。（Q10：MELICってどんなところ？10個以上書き出そう）

・MELICを利用するのがほぼ初めてだったので、苦労した。

・（問題用紙に）裏があるとは思わなかった。

・意味を理解しきれなかった。

・説明はわかりやすかったのですが、問題が難しかったです。

・簡単と見せかけて意外と難しかった。

・階段を行ったり来たり大変だった。

・種類が多かったので、探すのが大変だった。

・規模が大きく、本の種類も豊富なので戸惑った。

・場所を探すのが大変だった。

・初めて聞くコーナーが多くて探し回るはめになった。

・人が多過ぎて、本が借りられません。

時間が短かった

・時間が短く疲れました。

・制限時間が少ない。

・階を移動するので時間の大半を使ってしまったから。

・シールを探すのに時間がかかった。

・プレゼンテーションの時間が上手く取れなかった。

・時間が短くて少し大変だった。

・楽しかったので、もう少し時間が長ければさらに良かった。

・難易度は丁度いいけどもっと時間が欲しかった。

[１２]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）

よくわかった・楽しかった

・気になっていた使い方がわかったので、とても役に立った。

・表面的にしか知らなかったので深く知ることが出来て良かった。

・図書館のことについて色々分かったので本当に良かったです。

・MELICの事を楽しみながら学ぶ事ができ、全然分からなかったMELICに興味を持つ事が出来た。

・MELICは広くてよく分からなかったけど、今日のガイダンスで知らなかったMELICのことが良く分かりました。

・コピー（プリンタ）の仕組みが分かった。４Ｆに自習室があるので気分で使い分けしたいと思う。

・MELICの特徴や使い方が良く分かった。

・問題を通してMELIC内を回って、MELICのことが少しずつ分かってきた。４年間でもっとMELICについて知ってい
きたい。
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・とても大きくて本が沢山あってとても良かった。また、パソコンも使えると知って驚いた。

・とても楽しく授業ができた。MELICの使い方も分かり、使おうと思った。

・館内をまわれたので非常に勉強になった。

・今まで行ったことのないコーナーにも行けたので、良かったです。これからも利用したいと思います。

・堅苦しいものかと思ったら、そんなことはなくて楽しめるものでした。

・この授業でMELICの魅力がとてもよく分かった。これからの4年間で上手く利用していきたい。

・普段行かない所まで行けて面白かった。OPACを初めて使ったが、検索が分かりやすかった。

・分からないことが多くて、使い難い感じがしていたが、そういう感覚がなくなった。

スカベンジャーハントが良かった

・スカベンジャーハントが楽しかったです。

・スカベンジャーハントはちょっと難しかったけど、すごく楽しかった。

・楽しいゲームができて、遊ぶだけじゃなく本の借り方とかもわかってよかったです。

・単に話を聞くだけでなく、ゲーム形式の授業で楽しみながら出来たので良かった。

・クイズ方式で楽しく、自分から進んで授業に取り組めて良かったです。

・ゲーム形式でガイダンスをやると思っていなかったので、凄く楽しかったです。

・ただ話を聞くだけでなく、実際に自分達でMELICの中を歩き回って楽しかったし、MELICの事が良く分かった。

・宝探ししているみたいで楽しかった。

・話を聞くだけよりも、実際に動いて自分で体験する方がよくわかるし、楽しかった。

・一般的な講義よりも参加的な講義で楽しかった。

仲良くなった

・チームで回れて楽しかった。

・チームで話し合って調べることが出来た。

・友達と作戦を立てながら出来て楽しかった。

・説明も分かりやすく、チームで協力して参加できて、とても楽しかったです。

・夢中になって友達との会話も増えるので良いガイダンスだと思う。

・使い方もわかり、友達との友好も深まる。一石二鳥の企画だった。

・ガイダンスを続けていって欲しい。チームでやる事によって、クラスで協力出来るのが良かったです。

・クラスの人との仲がより深まった。

MELICを活用したい

・ますます使ってみたくなった。今度利用しようと思う。

・MELICのガイダンスを聞いて、少しでもMELICを活用したいと思った。

・これから課題などの作成で利用しようと思いました。

・利用してみたくなった。暇な時に来たいです。

・これだけそろっているので、勉強やそれ以外の事に有効活用していきたい。

・ガイダンスが無かったらMELICの存在を知らなかったし、MELICで出来ることがわからなかったです。とくに本の
借り方は高校とは違うので知ることができて良かったです。

・最初は難しいイメージがあり入りづらかったが、今回のガイダンスを通じていろいろなことが分かったので、ぜひ
利用していきたい。

・スカベンジャーハントをしながらMELICを利用することができて、配置場所やどんな本があるかなど楽しく知るこ
とができた。

・非常に楽しかったです。本日のようにグループ分けして活動することは、そのグループの人と親しくなるきっかけ
になりました。
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・本の借り方が分かって良かった。哲学的な本などとても興味のある本があるので、読んでみたいと思いました。

・MELICを最大限活かしたいと思った。

・今回のガイダンスでMELICの使い方が理解できて良かった。これからMELICを沢山活用していきたいと思う。

・色々な人の様々な考えを聞けて良かった。今後はMELICを利用して、読書やテスト勉強をしたいです。

・自動貸出などとても便利な設備があるのは初めて知った。これからどんどん使っていきたい。

・色々なことがMELICでできることがわかり、大学4年間でしっかりとやっていきたいと思う。

・初めて利用したが、MELICについてよく分かった。これからもMELICを活用していきたいと思った。

・ほぼ毎日MELICを利用していたが、結構知らなかった事も多く、これからもっと有効にMELICを使いたい。

本が読みたくなった

・これから本を借りたいと思います。

・地元の図書館より本が多くてびっくりした。いろんな本を読んでみたくなった。

・本がいっぱいで読みたいです。

・今まで小説は好きだったけれど、難しい文献なども読んでみたいと思いました。

MELICの環境について

・講義の間に気軽に行けてとても便利。

・静かな場所で本もいっぱいあるし、すごく勉強できる場所だと思います。

・本の種類が豊富ですごい。ひまな時はDVDを見られるのが便利。

・自習するのにすごくいい環境。静かで集中できる。

・高校の図書館とは違った大学の図書館のすごさを知ることができました。

・勉強を落ち着いて出来るし、本が多くてキレイだし寄りやすい。

・雰囲気が良くて落ち着くところです。

・とても広く歩きやすい。

説明がよかった

・分かりやすい説明でした。

・説明が分かりやすく、これから利用しようという気持ちが湧いたので良かったと思います。

・説明が分かりやすくて、MELICの仕組みが良く分かった。

・実践的な説明があり、とても分かりやすかったです。

・わかりやすく説明してくれて、見どころもよく教えてくれてよかった。

・ガイダンスの時にゆっくり笑顔で話してくれたので、聞きやすく興味を持って参加することができました。

・説明がわかりやすく、どういう風に借りるかとか色々わかってよかった。

ここが不満

・裏のページを見落としてしまった。

・ＢＦの場所がわかりづらかった。

・行ったり来たりして大変だった。

・歩き疲れた。もう少し動きの少ないガイダンスがよかった。

・普段、本は読まないのですが、ＭＥＬIＣに沢山の本があることを知ったので、これからはＭＥＬICで借りて読んで
みようと思いました。

・オープンキャンパスで何回かMELICに行ったことがあったけれど、入学して改めて、すごく便利なところだと思い
ました。

・これまでの学生生活では本を読む回数が少なかったし、図書館の活用の仕方も良く分からず過ごしてきたの
で、大学生活では使える限り利用したいです。
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・教室が暑かった。

・もう少しエアコン等を強くしたりして、温度を調整してほしい。

・バインダーを借りたかったです。書きづらい。

MELICへの要望

◎施設について

・せっかくの広い施設なのだから、カフェテリアスペース等を追加して欲しい。

・飲食OKにしてほしい。

・MELICに食事できるスペースがあったらいいなと思います。

・エスカレーターが欲しいです。

・もっと席を増やしてほしい。

・MELICで勉強することが多いですが、暑過ぎて集中できない。

◎資料について

・もっとアニメのスペースを増やしてほしいです。

・雑誌などスポーツ関係を増やしてほしい。

・雑誌を増やしてほしい。地方の新聞を置いてほしい。

・最新の小説をもっと沢山置いて欲しい。

・ページの抜けた本の修復。

・一度に10冊借りると入りきらないので、貸し出し用の鞄を作って欲しい。

◎AV資料、コーナーについて

・映画の数をもっと増やしてほしい。

・映画作品を監督順に並べてほしい。

・複数人で映画を見られるスペースがほしいです。

・どれほど最新の映画が入荷されているのかをポータルサイトなどで公表してほしいかな。

◎その他

・プリンタポイントを200ポイントから300ポイントに引きあげてほしい。

・ＩＣカードの読み込みが遅いです。

以上
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