
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
2019/4/19（金）～2019/9/25（水）

■実施内容
体験型ガイダンス「スカベンジャーハント」

■2019年度実施件数・参加者数
件数 参加人数

167 3,271  

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

25 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 15 5 10 13 2 2 1 0 167

■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 3,271 名

アンケート回収枚数 3,156 枚

回収率 96.5%

学年

1年 3,136 名

2年 12 名

3年 6 名

4年 2 名

計 3,156 名

 [１]大学図書館の役割がわかりましたか？

よくわかった 2,554 80.9%

ふつう 513 16.3%

あまりわからなかった 20 0.6%

無回答 69 2.2%

計 3,156 100.0%

2020.6.29

2019 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年次春期）
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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 400 12.7%

ちょうど良い 2,061 65.3%

難しかった 662 21.0%

無回答 33 1.0%

3,156 100.0%

 [３]本の貸出・返却の仕方がわかりましたか？

よくわかった 2,535 80.3%

ふつう 569 18.0%

あまりわからなかった 36 1.1%

無回答 16 0.5%

3,156 100.0%

 [４]OPACの使い方はわかりましたか？

よくわかった 2,323 73.6%

ふつう 777 24.6%

あまりわからなかった 44 1.4%

無回答 12 0.4%

3,156 100.0%

 [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 2,094 66.3%

ふつう 969 30.7%

あまりわからなかった 83 2.6%

無回答 10 0.3%

3,156 100.0%

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 2,642 83.7%

ふつう 494 15.7%

わかりにくかった 8 0.3%

無回答 12 0.4%

3,156 100.0%

 [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 263 8.3%

2～4冊 609 19.3%

1冊 965 30.6%

まったく読まない 1,307 41.4%

無回答 12 0.4%

3,156 100.0%

[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 2,644 83.8%

いいえ 72 2.3%

どちらともいえない 422 13.4%

無回答 18 0.6%

3,156 100.0%

[９]本日のガイダンスの全体的な印象は？

楽しかった 2,452 77.7%

ふつう 662 21.0%

つまらなかった 31 1.0%

無回答 11 0.3%

3,156 100.0%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】　

就活関係のデータベース講習会 697 17.4%

レポートの書き方講座 1,295 32.4%

雑誌論文の探し方 121 3.0%

研究テーマの資料の探し方 340 8.5%

新聞記事データベース講習会 69 1.7%

OPACの使い方 98 2.4%

無回答 1,382 34.5%

4,002 100.0%

※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

・問題量や時間は勿論、MELICの使い方を効率良く楽しみながら理解できたから。

・MELICの使い方がまだ分かってなくても、使い方を知りながら進める事が出来ました。

・制限時間を設定することで程良い緊張感が生まれた。

・メンバーと一緒に協力して楽しみながら出来たから。

・沢山動き回って楽しかった。

・難度も時間もギリギリで楽しかった。

・少し時間がいっぱいいっぱいで大変だったけど、とても楽しくMELICへの理解が深まった。

・図書館が身近に感じられる様になったから。

・ゲーム感覚で楽しかったです。

・簡単なものと難しいもののバランスが良かった。

・普段の授業とは違う雰囲気で楽しかったから。

・先にもらった説明の紙がわかりやすかったから。

ここが難しかった

・過去の新聞を探すのが難しかったから。

・MELICが広いので探すのに手間取った。

・配置場所がいまいち解らなかった。

・普段使わない所へ探しに行ったりするのが難しかった。

・建物の構造が把握しきれてなくて苦戦した。

・与えられたテーマに沿って、本や新聞を探すのが難しかった。

・本、新聞、CDやDVDなど物が多くて探すのに時間がかかってしまった。

・書架の使い方が難しかった。

要望・提案

・時間が足りなかった。もう5分位欲しかった。

・時間の中で課題の量が少し多かった。

・もうちょっとゆっくりやりたかった。

・他の組の子もいて人数が多かった気がした。

計
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32.4%

3.0%

8.5%

1.7%
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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

・MELICの使い方が良くわからなかったが今回の説明で理解することができた。

・1Fしか使った事が無かったのでMELICを隅々まで知る事ができて楽しかったです。

・これからの大学でレポートを書くために、本を借りるやり方や探し方を分かり易く教えてもらいとても為になった。

・本の貸出方法やパソコンの利用方法等が良く分かりました。

・先に軽く説明してもらっていたからやりやすかったです。楽しかったです。

仲良くなった

・グループで何かするのは面白かった。

・クラスの人と仲も深められたし、みんなで協力して楽しく学ぶことができました。

・友達との輪が深まった。

・普段話さない人と話すことができてライフデザインのクラスの仲が深まった気がしました。

・私はクラスに気軽に話せる友達がいなかったのですが、今日のガイダンスを通して友達ができた。

MELICを活用したい

・普段MELICをあまり使わないので、沢山の本だけでなくCDやDVDもある事が知れたので利用してみたくなった。

・夜もやっているので課題やレポートをする時に便利だと思った。

・勉強スペースが充実していたので、これから利用しようと思います。

・沢山の映画のDVDがあったので、空きコマなどの時間に借りて見てみたいと思います。

・本だけではなく新聞、雑誌もあって種類もかなりあって時間があるときに利用していこうと思う。

・高校の時とは異なり、パソコンの使用ができるので積極的に使いたいです。

・MELICはとても広くて、映画を見れたり、本棚が動いたり、本棚の横が黒板のようになっているなど帝京ならでは
で面白いと思った。

・MELIC以外でもソラティオ6階などで本が返せるということを初めて知った。本を探すのが難しかった。地下に初め
て行ったけど棚が動いてすごかった。MELICでは色々なことができるということが分かった。

・疑問に思った印刷のやり方も分かって良かったです。学生が新聞・雑誌を購読するのは難しいので、無料で読め
るのは使わないと損だと思った。

・様々なジャンルの本が沢山あり、本を探すときにパソコンを使うなどして、今までの小中高の図書館とはまるで
違っていたので面白かったです。自分も今後使う機会が来ると思うので上手く使っていきたいと思います。

・私はまだ本を借りたことしかなかったのでOPACの利用方法や先生のおすすめしている本がどこにあるのかなど
知ることができたのでとても良い時間になりました。

・ペアをつくる事で、普段話さなかった人とも沢山話すことが出来、面白かったです。もしも余裕があるのであれば、
クラスの雰囲気を見て、男女ペアをつくることや、外国人同士は禁止などのルールをつくるとより良くなると思いまし
た。

・自分で実際にOPACを使ったり、地下1階から4階までフルで動いたので建物構成や、何処に何があるかが分かっ
た。ただ本があるだけでなく、紹介やコーナーが沢山あって、図書館の中でも楽しみながら学べると思った。

・1冊本や雑誌、新聞を探すにもいろいろな方法でやることができるのだなと思った。それと同時にいろいろな機械
を駆使しなくてはいけないので、慣れるまではすごく大変だなと思った。

・3階の奥にも勉強できるスペースがあることを今日知り、自分も利用して勉強したいと思った。1つのテーマでたくさ
んの種類の本があり、本の多さに驚いた。

・このような活動は小学校の頃に戻ったみたいで、協力し合いながらでとても楽しかったです。楽しくMELICの使い
方を知れたので良かったです。

・MELICについて本を借りる所、勉強出来る所としか分からなかったが、新聞が置いてあったりと新しい面も分かっ
たので良かったです。
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・勉強の事で困ったらMELICで参考書を借りられるのは、凄く心強いと思った。

・新聞のバックナンバーを見る事が出来るので、自分の生まれた日に何があったかなど調べてみたいです。

・想像以上にいろいろなことができるのに驚いた。時間があるときに使いたいと思った。

・プリントが白黒だと200枚まで1年間で印刷できると聞いて、何か機会があったら、ここで印刷しようと思った。

・勉強する場所が見つからなくて困っていたので、MELICを今後利用しようと思った。

本が読みたくなった

・中高時代あまり本を読まなかったので、これから本を読んで様々な知識を身に付けたいです。

・自分の専門外の本なども積極的に読んでいきたい。

・これだけ本があるので、本を読むきっかけにしたい。

MELICの環境について

・本の量が多くて凄かったです。設備も綺麗で良かったです。

・自動貸出機がスーパーのセルフレジの様に、自分ですぐに貸し出し出来るのでとても便利でした。

・広くて沢山本があったし、設備が綺麗で、動く本棚があったりびっくりしました。

・自習スペースが多くあり、集中出来そうな環境だなと思いました。

・78万冊も本があり、200台もPCがあるなんて大学の図書館はスケールが大きいなと思いました。

・涼しくて居心地のいいところが素晴らしい。

・小・中・高の図書館とは比較にならない程、施設が整っていた。

・バックナンバーの豊富さと本や新聞等の種類の多さに驚きました。

ここが不満

・スカベンジャーハントの時間を、もう少し長くしてほしかったです。

・小説のシリーズがたまに抜けている。

・新聞の置き場が少し分かりにくかった。

・分かりやすいガイダンスなのでもう少し早い時期にやってもいいと思います。

・スタンプを表すでは少し分かりづらかったので、今後修正して頂けると嬉しいです。

・ワサワサしてて、他の一般の利用者に迷惑が掛かっていないか心配だった。

・ソラティオスクエアぐらい地図が読みやすい図にしていただけるといいです。

・3、4階の読書スペースが、2階に比べて少し暗い気がします。目が悪くなりそうで、心配です。

・楽しくMELICの使い方を学ぶことが出来たので、今後も暇がある時は利用していきたいと思う。教職にも使えると
考える本が沢山置いてあって来ようと思った。

・今まで本をあまり読んで来なかったのですが、こんなに沢山本があるので、四年間で自分が好きな本を見つけて
本をできるだけ読む。

・PC等は、今まであまり利用しようとは思いませんでしたが、予約等簡単で長く使えるので、これからは使っていき
たいと思います。

・ただ本を借りるイメージが強かったが、静かで勉学にも励むことができると思った。資格等にも対応している書物
があって、驚いた。相談もできて安心して取り組めそうだと感じた。PC予約も簡単で、たくさん利用したいと思った。

・初めてMELICを利用したが、幅広い分野の本や雑誌、新聞などが置いてあり、勉強するにはとても良い環境だな
と思いました。

・全員が同じ問題であるので人が集中し、かなりの効率の悪さが目立った。特に最後の問題はパソコンが混みあう
ため問題にたどり着けない人が続出していた。

・MELICの中が全面飲食禁止というのは少し不便な気もするので、どこか飲食ができるコーナーを作った方がより
MELICが使い易い施設になると思います。

・複数人グループで行う活動ではないかなと思う。基本一人だけで進めることが可能で、片方が暇をする場合が
あった。
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◎MELICへの要望

施設について

・USBからカラーコピーを出来るようにしたい。

・飲み物が飲めるスペースが近くに欲しいと思った。書を読むスペースが少ない様に感じた。

・軽食スペースが欲しい。

・勉強する机に仕切りが欲しい。

・プリンタの増設とプリンタの年間プリンタ使用料の増すこと。

・週末の閉館時間が早すぎ、遅くなってほしいです。

・印刷の方法を実際に体験したかった。

・朝8：00位から開いていれば、急な宿題忘れにも対応できるかもしれない。

・もう少し室内温度を下げて欲しいです。

・全フロア共通で少し暑かったので、もう少し涼しいと勉強もしやすいかなと思いました。

・自動販売機の設置。

・長い間いられるように椅子を柔らかくして欲しい。

・コピー機をポイントで使えるようにしてください。

・2F以外にも、もう少しパソコンを増やして欲しい。

・自動貸出機の音がでかいので少し抑えてほしい。

・フロアの全体図をもう少し増やしてほしいと思った。

・通常時もOPACの数を増やしてほしい。

・1Fだけでなく、他の階にも自動返却機能をつけてほしい。

資料について

・もっとマンガを増やした方が良いと思います。

・新しい法律の本を置いてほしい。特にPL法。

・本を元ある場所に戻して欲しい。

・日本語版のマンガをたくさん入れてほしい。（ジャンプ・マガジンなど）

・文庫本コーナーをもう少し見やすくなると嬉しい。

・文庫本をもっと増やして欲しい。

・もっと様々な分野を読みたいと思うので、10冊以上借りられる特別期間など作っていただきたいです。

・軍事系の雑誌を増やしてほしい。

・本の番号がもっと簡単になってほしいです。

・MELICに陸上競技マガジンを置いてほしい。

・小説のジャンルをもっと見たいなと思いました。

・ライトノベルがあれば良いなと思いました。

・甲子園の星とか、スポーツ誌置いて欲しいです。

・中国やヨーロッパの主要国だけでなく、マイナーな国家の説明された本とか欲しいです（バルカン半島系が個人的
に欲しい）。
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AV資料、コーナーについて

・DVDを貸し出しOKにして欲しいです。

・CDコーナーで、アーティストの名前ですぐ探せるように小さい看板のようなものを作って欲しい。

・映画の種類を増やして欲しい。

・アニメ映画をもっと増やして欲しい。

・AVルームをもう少し広くするか、個室をつくってほしい。

・映画の註釈をもっと増やして欲しい。

その他

・前の人が挟んだレシートか栞が入っている事が多いので返却時などに確認をして欲しい。

・このガイダンスの時間をもっと長くやると、もっとMELICの使い方が分かると思います。

・論文や本の取り寄せ方を教えて欲しいです。

・C-MONDOで色々な本の感想を読めるのが良いと思った。

・缶バッチ欲しかったです。

以上

・読んだ本の感想を1つのスタンプで知る事が出来たり、他の人に伝える事が出来るシステムがあるのは凄いと思
いました。

・スカベンジャーの時は分からなかったことが多かったのですが、答え合わせでMELICの使い方が少し理解できる
ようになり良かったです。ですが、OPACの使い方があまりよく分からなかったので、講習会に参加しようと思いまし
た。

・先生がオススメする本を読めるというのは、MELICの利点だと思いました。そういう利点を活用して、自分の成長
につなげていきたいと思いました。
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