
MELICガイダンスアンケート集計

作成：学術情報グループ　学修・情報サービスチーム

■実施期間
2018/4/18（水）～2018/6/28（木）

■実施内容
体験型ガイダンス「スカベンジャーハント」

■2018年度実施件数・参加者数

件数 参加人数
168 3,646  

実施件数（学科別）
経済 経営 観光経営 国際経済 法律 政治 日文 史学 社会

24 24 8 9 16 5 5 9 9
心理 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 編入 計

9 14 5 12 13 2 2 1 1 168

■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 3,646 名

アンケート回収枚数 3,558 枚

回収率 97.6%

学年

1年 3,529 名

2年 15 名

3年 6 名

4年 2 名

無回答 6 名

計 3,558 名

 [１]大学図書館の役割がわかりましたか？

よくわかった 2,827 79.5%

ふつう 641 18.0%

あまりわからなかった 20 0.6%

無回答 70 2.0%

計 3,558 100.0%

2019.6.24

2018 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）

79.5%

18.0%

2.0%

よくわかった

ふつう

あまりわからなかった

無回答
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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 503 14.1%

ちょうど良い 2,338 65.7%

難しかった 677 19.0%

無回答 40 1.1%

3,558 100.0%

 [３]本の貸出・返却の仕方がわかりましたか？

よくわかった 2,710 76.2%

ふつう 756 21.2%

あまりわからなかった 69 1.9%

無回答 23 0.6%

3,558 100.0%

 [４]OPACの使い方はわかりましたか？

よくわかった 2,522 70.9%

ふつう 950 26.7%

あまりわからなかった 71 2.0%

無回答 15 0.4%

3,558 100.0%

 [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 2,223 62.5%

ふつう 1,214 34.1%

あまりわからなかった 106 3.0%

無回答 15 0.4%

3,558 100.0%

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 2,821 79.3%

ふつう 699 19.6%

わかりにくかった 19 0.5%

無回答 19 0.5%

3,558 100.0%

 [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 307 8.6%

2～4冊 678 19.1%

1冊 1,086 30.5%

まったく読まない 1,476 41.5%

無回答 11 0.3%

3,558 100.0%

[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 3,008 84.5%

いいえ 92 2.6%

どちらともいえない 445 12.5%

無回答 13 0.4%

3,558 100.0%

[９]本日のガイダンスの全体的な印象は？

楽しかった 2,654 74.6%

ふつう 853 24.0%

つまらなかった 35 1.0%

無回答 16 0.4%

3,558 100.0%計

計

計

計

79.3%

19.6% わかりやすかった

ふつう
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無回答
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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】　

就活関係のデータベース講習会 732 16.9%

レポートの書き方講座 1,338 30.9%

雑誌論文の探し方 123 2.8%

研究テーマの資料の探し方 321 7.4%

新聞記事データベース講習会 69 1.6%

OPACの使い方 99 2.3%

無回答 1,648 38.1%

4,330 100.0%

※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）

楽しかった、よくわかった

・ゲーム感覚でMELICの使い方を学べて良かった。

・説明が分かりやすく行動しやすかった。

・探すのは大変だけど、楽しかった。

・図書館全体に行く事が出来たし、知らなかった事を沢山知る事が出来た。

・本を探すときに、見やすいように並んでいたので探しやすかった。

・全てまわりきれなかったが、解説を聞いて理解できた。

・簡単なものから難しいものまで面白い問題が多く、良かった。

・時間ギリギリで全部出来るか出来ないかのハラハラ感があった。

・みんなで協力して出来たのでより仲良くなった。

・同じグループの人との会話が弾むような内容だった。

・話したことない人とも交流できた。

ここが難しかった

・本の数が多すぎて、簡単に見つけられなかった。

・本をOPACで探すのは簡単だったけど、本棚から本を探すのが大変だった。

・制限時間が短くて大変だったのと、本が多すぎて探すのに時間がかかった。

・内容は難しくなかったが、時間が足りなかった。

・ヒントは必ずあって見つけるのは面白かったけど、動き回って大変だった。

・指定図書の見方が難しかった。

・地下の資料庫で過去の新聞記事を探すのが難しかった。

要望・提案

・謎解き的な要素が欲しかった。

・もう少し難しくして欲しいのと、4階も使ったほうがいい。

計

16.9%

30.9%

2.8%

7.4%

1.6%

2.3%

38.1%

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
OPACの使い方

無回答
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[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

仲良くなった

MELICを活用したい

・探すのに大変だったけど、チームの子と楽しく出来ました。またやりたいと思いました。

・グループで探したりしながら、クラスの他の人たちとも話す良い機会になって、とても楽しかった。

・「MELIC」という名前はよく聞くけど、どういうところかよくわからなかったけど、本を借りるところだけではないことが
わかり、色々な発見があって楽しかったです。

・3階の勉強できる環境が広かったので、利用したいと思いました。どんな本から読めばよいか分からないので、案
内がたくさんあって良かったです。

・最初は難しいのかなと感じていたけど、思ったよりも簡単でやっていてとても楽しむことができた。またチームでや
ることにより、しゃべったことのない人と話すことも出来ましたし、より団結力が深まったと思う。

・クラスの子達とも（ペアの子）沢山話せたし、アクティブな感じでとても楽しかった。

・本を借りるだけの施設ではないので、大学での生活をよりよく過ごせそう。

・時間が少し足らなくなってしまったのですが、館内をくまなく見ながら学習出来て良かったです。とても充実してい
たので、積極的に活用していきたいと思います。

・珍しいDVDが置いてあったので、今日の授業が終わった後にでもまた来たいと思います。本も充実しているので
今後積極的に活用したいと思います。

・すごく楽しかった。これから有効活用して学びを深めていきたいなと思います。居心地もよいので課題をやりに来
ようと思います。

・ブックバトンがとても楽しそうだったので、スタンプを使って次に本を返す時に利用していきたいと思った。今後ビブ
リオバトルも見てみたいなと思った。

・すごく楽しくMELICについて学べてよかったです。これから本をたくさん借りて、授業で学んだことをさらに知識とし
てふくらませていければいいなと思いました。

・パソコンやプリンターの使い方が分からなかったので、説明されて良かった。色々な本とか新聞があることが分
かったので読もうと思った。

・MELIC自体が広すぎて、何が何だか分からなかったが、今日のガイダンスで分かりやすく説明してくれたので、理
解が深まった。今後、利用していきたいと思う。

・今までMELICを利用したことがなく、使い方に不安があったので、詳しくお話を聞いたり、自分たちで体験したこと
でMELICについてよく理解することができました。空きコマや探しものがある時に、また利用してみようと思います。
思っていたよりも鑑賞できるDVDもたくさんあって楽しそうでした。MELICの魅力がわかってよかったです。

・閲覧席、学習室などを、授業の予習、復習や、本を読むとき、課題をする時に利用させてもらっています。平日は
毎日22時まで開館しているので職員の方には非常に感謝しています。大学生活を有意義なものにするために、毎
日利用させていただきます。

・色々な本などがあり、レポートやいろいろな事に役立つと思いました。これから頻繁に使っていきたいです。

・探検みたいで楽しかった。30分はギリギリでしたが、良かったと思う。人とのコミュニケーションが大事になるので、
仲を深めるにもとても良いガイダンスでした。地下のところの機械が一度動かなかったことと、分かりづらい場所
だったこと以外は良くて、場所も分かったのでとても良かったと思います。

・ただスライドで説明するのではなく、MELICの中を歩き回れて探索することができたので、楽しく分かりやすく
MELICを知れました。高校では図書館にあまり行かなかったのですが、これからは沢山MELICを使おうと思います。

・友達と仲良くなれたし、とても良いガイダンスだった。これから沢山活用していきたいと思う。

・たくさん用途があり、使い甲斐があるなと思いました。今後たくさん利用しようと思います。

・レポートや課題が出た時に、とても便利な場所だと思った。

・宝さがし感覚で出来て新鮮な感じがしました。口で説明するだけでなく、実際に行動した方が理解しやすいので良
かったです。

・MELICは、広くて、きちんと探せるのか心配だったのですが、わかりやすく書いてあったので、探しやすかったで
す。

・今回のようなゲームみたいにMELICの使い方を知ることができたのは良かったです。OPACで本を検索できたり、
自動貸出機で借りられるのは時短になって便利だと思いました。
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本が読みたくなった

MELICの環境について

ここが不満

・とても静かな雰囲気で勉強しやすそうだったので、次回利用しようと思いました。

・静かで自習がよくできるのでいいです。

・地下とAVコーナーに行ったことがなかったので、初めて地下に行って背表紙だけ見ただけですけど、おもしろそう
な本があったので読んでみたいです。映画も見れるということでぜひ活用したいです。

・今までMELICで本を借りたことはないが、今回のガイダンスで実際に本を借りたり、新聞の記事を探してみたり、い
ろいろなことを体験できて楽しかったです。これからもたくさんMELICを活用していきたいと思います。

・司書課程で聞いた閉架式書架が見れたので、テンションが上がりました。縮刷本も見れました。ソラティオスクエア
で図書の返却ができるのは初めて知ったので、古本屋さんだけでなく、大学の図書館も積極的に利用しようと思い
ます。前回来たときに、「羊と鋼の森」の文庫本があったので、今読んでいる本を読み終わったら、借りてみようと思
いました。ブックバトン、楽しそう。

・洋書とか読んでみたい。発表の役に立てたい。

・図書館の雰囲気が良い。

・地下があることを知らなかったので、知れてよかった。自分の生まれた日のニュースを見てみたくなりました。勉強
しやすい雰囲気だったので、ここで勉強したいなと思いました。パソコンも使えるので、使いたい。英語の本もたくさ
んあってビックリしました。映画も見れるので空きコマに利用したいと思いました。

・小説などを読むのが好きなので借りたいと思った。小説以外をこれを機に読もうと思った。

・たまに借りにきて普段読めない本を読みたいと思った。

・とてもきれいで良いと思います。

・本を少し読もうと思った。

・私はまったく本を読まないから大学生になったことをきっかけに本を読みたいと思いました。

・原先生がすすめていた、「ことばと文化」を読んでみたいと思った。（歴史とは何か）

・探している本を簡単に見つけることが出来たので、次は法学系の本を探して読んでみたいと思った。

・本を読んだり借りたりするだけでなく、映画鑑賞やPCなどたくさんの事が出来て、空き時間を有効に使えるいい場
所だと思った。

・たくさんの人が本を持ったままの状態で貸出中と出ていないので他の人が見つけられないし、調べて探してをくり
返してしまうから効率もゲーム性も不公平でとてもつまらなかったです。こんな点数付けられてもやるせないしもう
やりたくないと思いました。

・いつも空き時間に利用させていただきます。快適です。

・図書館では静かに読むタイプなので、こういった他者と競う形式は少し大変でした。

・OPACが混んでいたので後回しにしたら、本を検索する時間が無くなってしまったのが、失敗でした。

・ペアはシャッフルしても、新しい友人を作るきっかけになるかもしれない。

・自分は本を良く読む方なので、多くの本がある事はとても嬉しいです。またMELICには様々なジャンルの本がある
ことに驚きました。

・B1Fの本棚が本当にハリーポッターの世界ですごく興奮しました。帝京大学の主張が多くて、大学の図書館という
感じがしました。改めて感じられました。

・地下の入り口が少し分かりづらかったです。

・スタンプの場所が分からなかった。

・各グループでお題が違ったら、もっと面白いと思いました。

・広すぎて1日だけじゃ足りなかった。
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◎MELICへの要望

施設について

資料について

・MELIC、特にACT3の利用運営時間が短いと思います。MELICができなかったら、ACT3だけでも長くやってほしい
です。

・地下1階のマップが複雑だったので、簡単にして欲しい。

・黒板でできた棚について、素手でうっかり触ってしまいそうなので何か対応して下さい。

・パソコンの使用時間を延ばして欲しい。（2限分くらい一気に予約出来るようにして欲しい。）

・地下の机では飲食を可にして欲しい。

・暑かったです。冷房をもう少し効かせて欲しいです。

・BFのラウンジの通り抜けをできるようにして欲しい。

・1階だけでも飲食できるようにしてほしい。

・WiFiを使わせて欲しい。

・充電できるスペースが欲しいです。

・全集などの情報量の多い本を借りたいのですが、何度もMELICに来て延長の手続きをしなければならないのが少
し不便だと思いました。

・地下の書架は薄暗いところが多いので、もっと明るくした方がいい。

・棚横に番号を表示していたのが分かりにくかった。前を向きながら本の番号を見れるように通路に本の番号を表
示した方が良いと思った。

・特殊資料室についての新入生への説明を求めます。以前施設の利用方法や内容を知るために個人的に見て
回った事があります。扉を開けるとたまたまいたMELICの方に「見学場所ではない」と閉め出されました。なぜ説明
がなかったのでしょうか？何も言わず閉め出されたのは納得がいきません。

・PCは予約が難しいので、自由にいつでも使えるようにしてほしいです。

・エスカレーターをつけてほしい。

・普通のコピーもポイントでできるようにしてほしい。

・印刷出来る数を増やして欲しい。（200P以上）

・マンガをもう少しおいてほしいです。

・下のラベルの色をジャンルごとに変えるともっと分かりやすくなるかも。

・英語版の漫画は初めての経験でよく読んでいるのですが、もう少し種類を増やして欲しい。

・サッカー（特にFC東京、プレミアリーグ、リーガ）の雑誌を増やして欲しい。

・地下の本棚が凄かったです。ラルフ・イーザウの図書を入れて欲しいです。（ドイツ文学？）

・本へのカバーが無い為大切に使っていても簡単に傷んでしまうと思った。実際に傷んでいるものもあった。何かし
らの対策が必要になると思った。

・これから私の孤高の教養習得ライフが始まります。MELICでは最大限の利用したいです。ちなみに、私は英字新
聞に興味があり販売元が気になります。MELICで販売が可能に出来るか、販売元を教えて欲しいです。

・一般のマガジンをもっと冊数増やして欲しい。一般のマガジンのアップデートをもっと早くして欲しい。

・先輩たちが書いたレポートを置いて欲しい。
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AV資料、コーナーについて

その他

以上

・レポートを書くための図書館の利用の仕方も教えて下さい。

・本の読み方・レポートの書き方の講座を受けたいです。

・（スカベンジャーハントの）「スタンプで表そう」じゃなく「スタンプを押そう」にしたほうがいいと思う。

・Web小説が読書に含まれるのかを知りたい。

・早く共読サポーターに参加したいです。

・楽しかったです。大学は広くて様々な機能があると思うので教える場などがもっと欲しいと思った。

・映画の種類、特に洋画を増やして欲しい。映画のシリーズ物は基本的にそろえてほしい。

・映画で続編のあるものをもっと増やしてほしいです。

・ビデオのジャンルをもっと増やして欲しい。学業に余裕が出来たらもっと使っていきたいです。

・AVコーナーでのDVDで最近の映画を増やして欲しいです。種類が豊富で今どきのDVDがあれば、利用者がもっと
増えると思います。

・AVコーナーのDVDがばらばらで探しにくい。

・最近の映画をもっと増やして欲しいです。知らない作品が多かったので、古い作品も見て見ようと思ってます。

・とても使いやすいです。DVDを2人以上で見れるようにして欲しい。

・説明ばかりと思っていたが、ゲームがあってとても楽しかった。私欲ですがもっとゲームがしたかったです。いつか
映画の持ち帰りも出来るようになって欲しいです。（出来ればすぐ）
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