
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
2016/4/14（木）～2016/6/2（木）

■実施内容
体験型ガイダンス「スカベンジャーハント」

■2016年度実施件数・参加者数

件数 参加人数
158 3,131  

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 1 1 158

■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 3,131 名

アンケート回収枚数 3,050 枚

回収率 97.4%

学年

1年 3,007 名

2年 27 名

3年 3 名

4年 2 名

無回答 11 名

計 3,050 名

 [１]大学図書館の役割がわかりましたか？

よくわかった 2,414 79.1%

ふつう 552 18.1%

あまりわからなかった 19 0.6%

無回答 65 2.1%

計 3,050 100.0%

2017.6.19

2016 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 444 14.6%

ちょうど良い 2,101 68.9%

難しかった 479 15.7%

無回答 26 0.9%

3,050 100.0%

 [３]本の貸出・返却の仕方がわかりましたか？

よくわかった 2,352 77.1%

ふつう 634 20.8%

あまりわからなかった 48 1.6%

無回答 16 0.5%

3,050 100.0%

 [４]OPACの使い方はわかりましたか？

よくわかった 2,248 73.7%

ふつう 742 24.3%

あまりわからなかった 52 1.7%

無回答 8 0.3%

3,050 100.0%

 [５]パソコンやプリンタの利用方法はわかりましたか？

よくわかった 1,886 61.8%

ふつう 1,078 35.3%

あまりわからなかった 77 2.5%

無回答 9 0.3%

3,050 100.0%

計

計

計

計
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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 2,483 81.4%

ふつう 545 17.9%

わかりにくかった 13 0.4%

無回答 9 0.3%

3,050 100.0%

 [７]1カ月に読む本の冊数をお聞かせください。（マンガ・雑誌を除く）

5冊以上 230 7.5%

2～4冊 616 20.2%

1冊 989 32.4%

まったく読まない 1,203 39.4%

無回答 12 0.4%

3,050 100.0%

[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 2,662 87.3%

いいえ 52 1.7%

どちらともいえない 313 10.3%

無回答 23 0.8%

3,050 100.0%

[９]本日のガイダンスの全体的な印象は？

楽しかった 2,253 73.9%

ふつう 755 24.8%

つまらなかった 23 0.8%

無回答 19 0.6%

3,050 100.0%

計

計

計

計
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[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】　

749 19.7%

1,479 39.0%

118 3.1%

323 8.5%

98 2.6%

106 2.8%

924 24.3%

3,797 100.0%

※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

・色々なミッションがあって、図書館のことがよくわかった。

・自分で探しに行くと理解が深まった。

・探すのがちょっと大変だったけど、MELICに何があるかだいたいわかったから良かった。

・図書館の仕組みがよくわかった。

・調べながら仕組みを理解することができた。

・まだ利用したことのない部分が、体験を通してわかった。

・実際に回ってみて、いろいろな利用方法を学べたから。

・本の場所やパソコンの使い方がわかった。

・ゲームをしながらMELICの使い方がわかったから。

・各階のことを知れた。

楽しかった！

・時間制限があり、チーム戦だったので楽しかった。

・様々な図書があり、探すのにひと苦労したが、楽しかったので。

・ゲーム形式でおもしろかったから。

・地下の書架で見つけられたときは、楽しかったです。

・MELICを調べながら、楽しく学べた。

・楽しみながら、利用方法を学べた。

・MELICの使い方が分かるように問題ができていて楽しめました。

・MELIC全体で歩き回っていたので、楽しかったから。

・みんなで協力して考えて、楽しくできたから。

・知ってることの確認や、初めて知ることも楽しく覚えることが出来たから。

・楽しめたしMELICのことが良くわかったから。

・難しくもなく、簡単でもなく、楽しかった。

・色々な所を回れて探すのが楽しかった。

・入学してから１回も行ったことがなかったので楽しめたから。

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

無回答

計

就活
19.7%
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24.3%
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チームで協力してできた

・仲を深められた。

・チームにすることによって分からないことを助け合いながらできたから。

・グループで相談しながら取り組めたから。

・コミュニケーションもとれたので良かった。

・皆で相談して出来た。

・班で協力して絆ができたから。

・友達と協力すれば割とすぐ終わったため。

・グループの人と協力してどんどんクリアできた。

・悩みつつ、仲間と協力して出来たから。

・１人だと難しかったけれど、グループの人と協力することで問題が解けた。

簡単だった

・分かりやすい目印があってやりやすかった。

・意外とすんなりと見つけられたから。

・案内を見れば大抵の問題を解けるため。

・MELICの使い方が簡単だったから。

・本を調べるPCがあってスムーズに本を見つけられたから。

・分かり易く地図などがあったから。

・OPACが使いやすく見つけやすかった。

・問題用紙に分かりやすく、解きやすいように書いてあったため。

・案内が分かりやすい為、苦労なく見つけられた。

・以前から利用していて、大体の場所は知っていたから。

丁度いい難易度・時間だった

・思ったより早く終わったし、MELICについても知れてちょうど良かった。

・最後の問題が難しかったが、ちょうどいいやさしさだった。

・簡単な問題と難しい問題のバランスがよかった。

・時間制限があって適度の難易度でした。

・30分の時間設定が丁度良かった。

・丁度良く、色々な階を検索できたから。

・少し迷いながらも探して見つけることが出来たから。

・スムーズにできることも、ちょっと迷うこともあった。

・時間が余りすぎず、足りなくもなかったから。

・まだ図書館の使い方がわかっていない今では、ちょうど良かった。
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ここが難しかった

・OPACの使い方が難しかったです。

・探すのが少し難しかった。

・本の多さに少し迷ってしまった。

・本の位置が分からなかったから。

・見つけたり、借りたりするのに時間がかかった。

・貸出中に気付かなかった。

・指定の本を探すのが少し大変だった。

・自動貸出機の使い方が分からなかった。

・色んな階に動かされたりして大変だったから。

・やる事が多かった。

・まだどこに何があるのかがわからなかったから。

・MELICについてあまり知識がなかったから。

・Q8（集密書架へ行く問題）の問いを探すのに時間かかった。

・集密書架が探しにくかった。

・地下室があるのを知らなかったので大変だった。

・PCのやり方が分からなかった。

・あまり利用しない施設、機械などに手こずった。

・裏面があるのに気付かなかった。

時間が短かった

・30分という時間内で色々やるのは大変だったから。

・時間内に調べるのが困難だった。

・楽しかったが、少し時間が短かった。

・時間がもうちょい長かったら簡単だった。

・時間があまりなくて最後まで出来なかった。

・時間がかかってスムーズにできない。

・下に行ったり、上に行ったりで時間が足りない。

[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

・3Fまで行ったことがなかったけど、この機会で行くことができ、新しい発見がたくさんありました。楽しかったです。

・MELICを歩きまわることでMELICのことがよりわかった。

・協力し合えて楽しくでき、まだ行ったことない所も行けてよかったです。

・地下など、あまり行かない場所をあちこち行けて楽しかったです。
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・実際に自分で体験することで、より楽しく学ぶことができました。

・ゲームをしながらMELICの使い方や、施設がよくわかったので、すごく楽しかったです。

・図書館全体を見て触れられたので良かったです。

・実際に行動をしたので話を聞くだけの場合よりも詳しく利用方法が分かったし、楽しかったです。

・飽きずにガイダンスに参加することができました。

・実際に借りてみることでどのように借りるかの手順が良くわかった。

・何処にどのジャンルの本があるかがMELICを歩いて大体理解できました。

・自分の知らない場所やMELICの魅力がわかりました。

・みんなと協力して、課題に取り組めて楽しかった。

・パソコンの使い方もわかったし、本をたくさん借りてみようと思った。

・皆で協力して、MELICを沢山探検することが出来て楽しかった。地下に初めて行って面白かった。

・MELICの使い方を、体験を通してたのしみながら理解することができた。

スカベンジャーハントが良かった

・ゲーム形式だったので盛り上がって楽しかった。

・スカベンジャーハントは自分たちでクイズに挑戦しながらMELICのことを学べるのでとても楽しかったです。

・ゲームをしながらMELICの使い方が分かったから良かった。

・クイズゲームをして、MELICの事をたくさん知れてよかったです。楽しかったです。

・スカベンジャーハントで初めての人とコミュニケーションを取れたし、楽しくできたので良かったです。

・イベントをクリアしていくという感覚で取り組む事ができた。

・座学よりも、活動した方が楽しく学べた。

・スカベンジャーハントをしてMELIC内を回ったことにより、借り方などが良く分かって楽しかった。

・クイズ形式で学べるのはいいと思った。

・スカベンジャーハントみたいなことをやったのは久しぶりだったのでワクワクした。

・スカベンジャー方式でやるのは、とてもおもしろく、MELICの様々なことが分かるのでとても良いと思った。

仲良くなった

・友達と協力しながら楽しんでできたので良かった。

・いろいろな人としゃべれた。

・これのおかげで友達が出来た。

・となりの子と仲良くなれる企画でとてもよかった。

・親睦が深まった。

・たくさんMELICのことを知れたし、友達ともっと仲良くなれたし、とても楽しかったので良かったです。

・グループの友達と仲良く会話しながら出来て良かったです。

・友達とチームで協力しながら館内を回ることができたので、楽しかったです。空き時間などに活用したいです。

・一度入ったことがあったけど、パソコンの使い方、地下の本の設備などをとても分かりやすく知ることが出来て
　面白かったです。通っていきたいと思います。

・MELICを全然使ったことなかったので、中がどうなっているか分からなかったけど、今日、色々な場所に行く
　ことができたので、MELICを知るきっかけになった。

・MELICは本がたくさんあって、いろいろな知識をたくわえることができ、本好きの友達とも仲良くなることができ
　とても良いです。ガイダンスはとてもわかりやすかったです。
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MELICを活用したい

・高校までは図書室に興味はなかったけど、MELICにもっと来たくなりました。

・たくさん本があったり、便利な機能などもたくさんあるのでこれから使っていきたいです。

・本を借りるだけではなく、調べ事やDVDなども見れるのを知ったので、利用したいと思いました。

・本を読むことが少ないので、積極的に利用するようにしたいと思った。

・想像以上に、MELICで出来る事がたくさんあったので、これからの生活でうまく使えていけたらいいなと思う。

・大学とは思えないくらい広くて本がたくさんあり、すごいなと思いました。たくさん活用しようと思います。

・就職活動の時に利用したい。

・今までMELICを、あまり使って無かったけど、これからは多く利用しようと思った。

・色々な本が置いてあるので、たくさん活用したいと思いました。

・利用方法、どのようなものがどこにあるのかがわかりました。今後、積極的に利用していきたいと思います。

・PCで課題を提出する時にMELICを利用したいと思います。

・DVDが借りられる事は初めて知ったので、これから利用したいと思いました。

本が読みたくなった

・多様なジャンルの本が置いてあり、読んだことのない本も読んでみようと思いました。

・MELICの環境が好きでよく足を運びますが、今度は本を借りてみようと思います。

・高校の時は忙しくあまり本が読めなかったので、大学生ではたくさん本を読みたいです。

・自分の興味のある本を多く読みたいと思った。色んな知識を学びたいと思った。

・今回のガイダンスで、大学生活で本をたくさん読もうと思いました。

MELICの環境について

・素晴らしい設備で感動した。

・参考文献だけでなく、絵本や雑誌など幅広い品揃え。

・使いやすくて充実していると思った。

・多くの種類の本があってすごいと思った。

・１人でもすごせる場所だから、ヒマな時とかゆっくりすごせる。

・MELICはとても広いと思った。

・MELICめっちゃ静かで、良い感じの雰囲気だと思った!!

・環境が整っていて、勉強しやすくていいなと思いました。

・とても広くて落ち着く空間で、過ごしやすい空間だと思いました。

説明がよかった

・説明が丁寧でわかりやすかった。

・説明の人がすごく分かりやすくて、スムーズに進んで良かったです。

・説明がわかりやすかった。

・プリンターの使い方などの細かいところまで説明していただいて、とても分かりやすかった。

・PCの画像を使った説明が分かり易かった。実際にまわって仕組みを知る事が出来て良かった。

・ゆっくり説明してくれてわかりやすかったです。

ここが不満

・MELICの魅力がより強くなりました。今までよりもっとMELICが好きになりました。とてもよく分かりました。
　これからたくさん利用していきたいです。パソコンやプリンターも利用したいです。
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・所々暑いので、クーラーをきかせてほしいです。

・建物内が暑い。

・本がたくさんありすぎて、その本の番号を見つけるのが大変でした。

・もっと分かりやすく本を見つけられるようにして欲しい。

・本をきちんと整理していただきたいです。ときどき乱雑な並びになっています。

MELICへの要望

◎施設について

・PCの数を増やしてほしい。

・室内の設定温度をもう少し下げてほしい。

・エスカレーターがほしい。

・飲み物だけ飲んでOKにしてもらいたい。

・自販機が欲しい。

・充電をPC以外にもできるようにしてほしい。

◎資料について

・もっと外国の小説を置いて欲しい。

・マンガをもう少し充実させてほしい。

・雑誌の種類を増やして欲しいです。

・最新巻の蔵書の更新を早くしてほしい。

・流行している本などを積極的に取り入れてほしい。

◎AV資料、コーナーについて

・DVDの数を増やして欲しい。

・AVコーナーをシリーズ、ジャンル別にもっと細かくわかりやすく置いて欲しいです。（ジブリ、ディズニーなど）

・AVコーナーのDVDを新しくしてほしい。

・洋画をもう少し増やしてほしいです。

◎その他

・プリンタの印刷ポイントを増やしてくれると喜ばしいです。

・共読サポーターズの情報をもう少しほしかった。

以上

・MELICを利用した後だったので、あまり身にならなかった。もっと早い時期に、このガイダンスがあった方が
　助かる。

・スポーツの本を探す際、本が多すぎてどこにあるのかわからなかった。野球、サッカーなどといったジャンル
　分けがしているのかわかれば、もっとわかりやすくなっていいと思う。
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