
■実施期間
2013/4/15（月）～2013/6/3（月）、2013/10/3（木）帰国生（外国語学科）向け

■2013年度実施件数・参加者数

件数 参加人数
166 3,550

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 21 4 9 9 9
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 再履修 計

13 4 10 13 3 2 5 166

■アンケート集計結果

参加者数 3,550 名

アンケート回収枚数 3,499 枚

回収率 98.6%

 [１]大学図書館の役割がわかりましたか？

よくわかった 2,503 71.5%

ふつう 904 25.8%

あまりわからなかった 42 1.2%

無回答 50 1.4%

3,499 100.0%

 [２]スカベンジャーハントはどうでしたか？

簡単だった 423 12.1%

ふつう 2,201 62.9%

難しかった 819 23.4%

無回答 56 1.6%

3,499 100.0%

 [３]本の貸出・返却の仕方がわかりましたか？

よくわかった 2,491 71.2%

ふつう 869 24.8%

あまりわからなかった 114 3.3%

無回答 25 0.7%

総計 3,499 100.0%
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 [４]OPACの使い方はわかりましたか？

よくわかった 2,167 61.9%

ふつう 1,148 32.8%

あまりわからなかった 173 4.9%

無回答 11 0.3%

3,499 100.0%

 [５]PC利用の方法はわかりましたか？

よくわかった 2,167 61.9%

ふつう 1,210 34.6%

あまりわからなかった 110 3.1%

無回答 12 0.3%

3,499 100.0%

 [６]説明はわかりやすかったですか？ 

わかりやすかった 2,605 74.4%

ふつう 842 24.1%

わかりにくかった 28 0.8%

無回答 24 0.7%

3,499 100.0%

  [７]１ヶ月に読む本の冊数をお聞かせください。

5冊以上 258 7.4%

2～4冊 811 23.2%

1冊 1,017 29.1%

まったく読まない 1,392 39.8%

無回答 21 0.6%

総計 3,499 100.0%

[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 3,097 88.5%

いいえ 57 1.6%

どちらともいえない 300 8.6%

無回答 45 1.3%

3,499 100.0%
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[９]本日のガイダンスの全体的な印象は？

楽しかった 2,362 67.5%

ふつう 1,057 30.2%

つまらなかった 34 1.0%

無回答 46 1.3%

3,499 100.0%

[１０]今後参加してみたい講習会に○を付けてください。

755 17.8%

1,413 33.2%

132 3.1%

310 7.3%

106 2.5%

102 2.4%

1,433 33.7%

4,251 100.0%

※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

・MELICの使い方が全体的にわかった。

・OPACが使いやすかったので。

・どこの階にどんな本があるのか知ることができた。

・メリックについていろんな発見があって良かったから。

・間違えもあったけど、色々なことを学べたからです。

・館内の使い方がわかった。

・今まで行ったことがなかった地下に行けたから。

・利用方法を知る上では、とてもわかりやすく良い機会だった。

楽しかった！

・ゲームのようで楽しく学べた

・宝探しのようで楽しかった。

・楽しかった。

・まだ行ったことのない場所にもいけて楽しかった。

・難しくなかったので、ふつうに楽しく探せました。

・地下は楽しかった。

・大変だったけど、楽しく学べたから。

・事前に説明があったため、場所や利用方法がわかり、とても楽しく取り組めました。

・探すのが難しかったけど楽しかった。

・難しかったけど、いろいろ巡って楽しかった。

総計

総計
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友達と協力してできた

・3人で協力したから。

・お互い協力し合えたと思う。

・チームの人と協力してできたから。

・みんなで協力し合って解決することができた。

・メンバー間で協力しあって、問題を解いたから。

・班の人と協力して意見を出し合えたから。

・友人と役割分担が出来たからです。

簡単だった

・100点とれたので。

・全部の問題が解けたから。

・すぐに全部回れたから。

・MELICは何回も使っていたから。

・検索方法が充実しているから

・資料で分かりやすく書かれていたから。

・ヒントが分かりやすかった。

・説明がわかりやすかったから。

・調べれば簡単にできたから。

・問題数は多いけど、難易度はそうでもなかったから。

難しかった・大変だった

・本の探し方が難しかった。

・請求記号の見方が難しかった。

・OPACの登録にかなり時間がかかったから。

・アドレス登録が難しかった。

・パスワードに苦戦した。

・PCの検索等、慣れないことが多かった。

・最後までできなかった。OPACに苦戦した。

・DVDが見つからなかった。

・先生が見つからなかった。

・何が何処にあるのかわからなかった。

・MELICが大きくてどこに何があるかわからない。

・移動が大変だったし、早とちりで間違えたりしたから。

・あっちこっちいったり来たりが大変だった。

・地下の集密書架から探すのは大変だった。

・地下への階段の場所が分からなくて迷いました。

・3択クイズでヒントが無く勘で解く問題があったから。

・ヒントがあまりなかったから。

・問題が多くて説明が少ない。
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時間が短かった

・30分間で全ての問題が終わらなかったから。

・時間内に解き終わることが難しかったから。

・3人で協力しないと時間がかかると思ったから。

・ログインや本を借りるのに意外に時間がかかったから。

・移動に時間がかかって全部見れなかった。

・問題が沢山あって時間通りにクリアするのが大変だった。

・簡単ではあったけれど時間が足りなかった。

・混雑していて時間が無かった。

・初めての場所なのに、時間が短いと感じた。

・問題理解に時間がかかった。

[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

・MELICの構造や使い方などがよくわかったので、とても良かったです。

・MELICの使い方がわかったので良かったと思います。

・MELICへの関心が深まってよかった。

・OPACの使い方がよくわかった。

・あまり詳しく知らなかったけど、知ることができた。

・ガイダンスでは、実際に自分達で歩いて回れたのでMELICについて理解することが出来た。

・楽しいだけでなく、MELICのことがよくわかった。

・今日MELICについて深く理解しました。これからどんどん本を借りて、知識をもっと深めていくつもりです。

　いい体験でした!

・自分の体を動してMELICを理解することが出来てよかった。

・実際にクイズ形式でやって、楽しくMELICの利用の仕方が分かって良かったです。

・ゲーム形式でやったので楽しくでき、覚えられました。

・ゲーム形式なのは楽しく理解できてMELICをたくさん利用したくなった。

・説明もわかりやすかったし、イベント感覚で使い方がわかったのでよかったです。

・本の貸出、返却の仕方がよく分からなかったので今日説明をしていただけてよかったです。

友達ができた

・すごく楽しかったし、クラスの人と話せてよかった！

・問題を解いていく中で、パートナーとして一緒に行動した人との距離感を少し縮めることができたのではない

　かと思います。

・友達が増えたのでよかった。MELICの使い方を楽しく学ぶことができた。

・話したことないコと仲良くなれました！！

・話せる友達ができた。MELICの使い方がよく分かった。
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活用したい

・これからもMELICを活用して大学生活を充実させたい。

・これから使いたい意欲がでてきた。

・今までこんなにすばらしい図書館に出会ったことがありません。もっと利用したいです。

・本を借りたことすらなかったMELICを詳しく知れてよかった。これから活用していきたいと思います。

・今までメリックの使い方がよくわからなくて、あまり利用できませんでしたが、これからは積極的に利用して

　みようと思います。

・今日だけでMELICのことが少しでも多く知れたのですごく良い時間でした。これから４年間いろんな事に活用

　したいと思いました。

・スカベンジャーハントを通してMELICの施設を一通り見ることができて、これから利用していきたいという気持

　ちが高まりました。

・とても分かりやすい説明だった。これまであまりMELICを使っていなかったが、積極的に使っていこうとおもっ

　た。

・MELICで本や雑誌など読めるし、PCも使えるし、勉強できる場所だと思います。

・MELICには小説などがたくさんあって、とてもビックリした。自分では買えない本を借りて読みたいと思った。

・MELICを有効に利用して勉強だけでなく本を読んだりするときに使いたい。

・メリックにはたくさんの本や参考書があるので、空き時間を利用して使いたいと思った。

・とてもきれいで静かなので自習などする場合、ぜひ使いたいと思う。

・AVコーナーをぜひ利用してみたいと思いました。

・OPACの使い方が分かってよかったです！たくさん利用しようと思いました。

これからに期待

・これから必要になることについて、説明を受けているという感じだったのであまり楽しいという印象はなかった。

・スカベンジャーハントよりもMELIC案内ツアーのほうがもっと良くMELICを知れたと思います。

・みんな優しいですね。よかったです。ただ警備員がいっぱいいたので、少し怖かったです。

・ちょっと説明不足があったと思います。

・館内のつくりが、複雑でまだよく分からない場所が少しあって残念。

・地下の集密書架が使いにくかった。

・ガイダンスについては、先に請求記号の見方を説明してほしかったです。。

要望

・冷房をつけてほしかった。

・MELIC内がとても暑いのでもう少し涼しくしてほしい。ライトノベルの量を増やしてほしい。

・1、２Fが騒がしいので注意をお願いします。

・1階の入り口が少ないので、増設してほしい。

・本を探すPCの台数が少ないので増やして欲しい。

・AVコーナーの物を増やして欲しい。

・DVDの数と席をふやしてほしいです。

・古い本（ダメージのヒドイもの）を新しいものにかえてほしい

・ファッション雑誌、ヘアカタログを入れてほしい。

・マンガをもっと増やしてほしい。

・MELICの中に飲食コーナーのようなものがあればさらに便利だと思う。

・コーヒーショップを作ってほしい。

以上
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