
本学学生・大学院生・教員の図書館の利用実態等を調査し、図書館サービスを充実させる
ための基礎資料とする。

2. 　調査期間
平成24年12月1日～平成25年1月31日

3. 　調査対象
 本学に在籍している学生（短大、通信教育課程を含む）・大学院生・教職員

4. 　調査方法

アンケート用紙(設問形式）による調査

平成24年度

図書館利用者アンケート調査結果

大手前大学・大手前短期大学図書館　　

利用者の意見や要望を運営に反映するため、平成24年12月1日～平成25年1月31日の
間に全学アンケートを実施し、878の回答が寄せられました。いただいたご意見は、今後
の図書館運営に活かしていきたいと考えています。

Ⅰ．図書館利用者アンケート調査の概要

1. 　調査目的

来館利用者へ直接配布するほか、一部教員の方には、授業にて学生へアンケート用紙配
布のご協力をいただいた。

Webアンケートによる調査

学内Web掲示板、学内メールにて、Web回答フォームのURLリンクを貼り付け、学園の全教
職員、全学生に対して協力依頼を行った。

5. 　調査内容

A．回答者の所属、学部、学年　．．．　設問 （1）-（3）

B．来館頻度、利用目的、読書傾向　．．．　設問 （4）-（6）

G．図書館への要望、意見　．．．　設問 （22）-（23）

6. 　回収結果

回収数：878件　（うちアンケート用紙回答-543件、Webアンケート回答-335件）

C．図書館で行っているイベント、特集　．．．　設問 （7）-（10）

D．図書館サービスの利用実態　．．．　設問 (11)-(12)

E．図書館スタッフの対応　．．．　設問 （13）-（16）

F．図書館Webサイト、その他Web媒体、データベースの利用実態　．．．　設問 （17）-（21）



Ⅱ．図書館アンケート調査結果　（アンケート回収合計　878件）

　　　　　　　　　　　学生 学生 825

　　　　　　　　　　　教員 教員 15

　　　　　　　　　　　職員 職員 25

　　　　　　　　　　その他 その他 13

　　　　　　　総合文化学部 総合文化学部270

　　　　　メディア芸術学部 メディア芸術学部199

　　　　　　　現代社会学部 現代社会学部202

　　　　　　　通信教育課程 通信教育課程79

　　　　　　　　　　大学院 大学院 1

　　　　　　　　　短期大学 短期大学 65

　　　　　　　　　　無回答 短期大学 24

　　　　　　　　　　 1年生 1年生 236

　　　　　　　　　 　2年生 2年生 323

　　　　　　　　 　　3年生 3年生 142

　　　　　　　　 　　4年生 4年生 90

　　　 　大学院（修士課程） 大学院（修士課程）1

　　　　 大学院（博士課程） 大学院（博士課程）0

　　　　　　　科目等履修生 科目等履修生23

　　　　　　　　　　聴講生 聴講生 2

　　　　　　　　　　無回答 聴講生 7

【まとめ】

（1）　所属をお聞かせください。

（2）　学生・教員の方へ　⇒　所属学部をお聞かせください。

（3）　学生の方へ　⇒　学年をお聞かせください。

A．回答者の所属、学部、学年

270 
199 
202 

79 
1 

65 
24 

236 
323 

142 
90 

1 
0 

23 
2 
7 

825 
15 
25 

13 

学生回答数（８２４）のうち、１・２年生が６７.８％に対し、３・４年生２８.１％で、一部の回答内容に偏りが感じられる
結果となった。通信教育課程学生は７９名より回答があり、図書館利用率から考えるとかなりの回答率であろう。
また短大の回答は６５件で、前年１６件より多くの回答をいただいたが、依然として絶対数が不足している。短大
生の回答数を得るためのさらなる工夫が必要である。 



　　　　　　　　週３回以上 週３回以上200

　　　　　　　　週１～２回 週１～２回333

　　　　　　　月に２回以上 月に2回以上109

　　　　　　　　月１回程度 月1回程度 82

　　　　半年に１～３回程度 半年に１～３回程度70

　　　　　　　年に１回程度 年に１回程度8

　　　　ほとんど利用しない ほとんど利用しない69

　　　　　　　　　　無回答 無回答 7

　　　　　　　　　特に必要を感じない 特に必要を感じない37

　　　　　開館時間が短く利用しにくい 開館時間が短く利用しにくい20

最寄りの公立図書館などを利用している 最寄りの公立図書館などを利用している10

　　　　　　　　　　規則が厳しすぎる 規則が厳しすぎる4

　　利用者のマナーが悪く居心地が悪い 利用者のマナーが悪く居心地が悪い14

　　　　　　　　　　　　　　　その他 その他 20

　　　　　　　　　本を借りるため 本を借りるため423

　　　　本・雑誌・新聞を読むため 本・雑誌・新聞を読むため214

　　ビデオ・ＤＶＤなどを見るため ビデオ・ＤＶＤなどを見るため84

　　　　　パソコンを利用するため パソコン（貸出ノートパソコン含む）を利用するため539

　　レポートなどの課題をするため レポートなどの課題をするため491

　　　　　　　調べものをするため 調べものをするため366

　　　　　面白そうな本を探すため 面白そうな本を探すため204

　　　　　　　　　個人自習のため 個人自習のため310

グループワークや打ち合わせのため グループワークや打ち合わせのため98

　　図書館スタッフへ相談するため 図書館スタッフへ相談（資料探しなど）30

　ITサポートセンターへ相談のため ITサポートセンターへ相談のため ［パソコンの使い方など］10

資格サポートセンターへ相談のため 資格サポートセンターへ相談のため ［資格取得、ＳＰＩなど］67

　　学習支援センターへ相談のため 学習支援センター（チューター）へ相談のため ［レポート作成など］59

　　　　　　　授業で利用するため 授業で利用するため97

　　待ち合わせ、ひまつぶしのため 待ち合わせ、ひまつぶしのため248

　　　　　　　　　　　　　無回答 その他 14

【まとめ】

（4）　図書館に来館する頻度をお聞かせください。

（5）　ほとんど利用しないと答えた方へ　⇒　図書館を利用しない理由をお聞かせください。　※複数回答可

（6）　図書館の利用目的で多いものをお選びください。　※複数回答可

B．来館頻度、利用目的
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（４）毎週図書館を利用している層（１回以上）が６０.７%であり、図書館はおおむねよく利用されている。しかし

（５）「図書館をほとんど利用しない」と答えた６９人のうち、「他人のマナーが悪く居心地が悪い」が１４人（２０%）も

あり、早急に館内環境の改善を図る必要がある。（６）利用目的では、「学習支援センター」「資格サポートセン

ター」「ＩＴサポートセンター」利用の割合が１８.９％で、前年度の１１.９％より増加傾向にある。本館が資料を利用

するための図書館としての機能にとどまらず、「幅広い学習の場」となりつつあることがわかる。 



　　　　　　　　　利用した 利用した 188

　　　　　　　知らなかった 知らなかった384

知ってはいたが行かなかった 知ってはいたが行かなかった289

　　　　　　　見学に行った 見学に行った98

　　　　　　　知らなかった 知らなかった521

知ってはいたが行かなかった 知ってはいたが行かなかった238

　　　　　　　見学に行った 見学に行った32

　　　　　　　知らなかった 知らなかった553

知ってはいたが行かなかった 知ってはいたが行かなかった272

　　　　　レポート論文を書こう　情報探索編【ＣＥＬＬ】 【ＣＥＬＬ】　レポート論文を書こう　情報探索編92
　　レポート論文を書こう　執筆編・分野別編【ＣＥＬＬ】 【ＣＥＬＬ】　レポート論文を書こう　執筆編・分野別編77
　　　　　　　　インタビューの心得　上級編【ＣＥＬＬ】 【ＣＥＬＬ】　インタビューの心得　上級編50
　　　 お仕事紹介本 for キャリアデザインⅣ【ＣＥＬＬ】 【ＣＥＬＬ】　お仕事紹介本　for キャリアデザインインタビュープロジェクト88
　　　　　　　　　　　　プレゼン力を磨こう【ＣＥＬＬ】 【ＣＥＬＬ】　プレゼン力を磨こう～伝わる話し方からパワポ作成まで～51
　　　　美術部コラボ企画　ＭＹ　ＳＨＥＥＰ【ＣＥＬＬ】 【ＣＥＬＬ】　図書館×美術部コラボ企画 MY SHEEP～ヌイグルミづくりと本から知るヒツジの世界～45
　　　　　　　　　　　　　読んでPickUP特集【ＣＥＬＬ】 【ＣＥＬＬ】　読んでPickUP特集（スマートフォン、ジャズ、芸術の秋、ＴＰＰなど）19
　　　　　　　柏木図書館長トークライブ特集【ＣＥＬＬ】 【ＣＥＬＬ】　柏木学長トークライブ特集～19世紀フランス挿絵本の魅力～28
　　　　　レポート・論文困っていませんか？【 伊　丹 】 【伊　丹】　レポート・論文困っていませんか？46
　　　　　　　　　私が選んだ『図書館の本』【 伊　丹 】 【伊　丹】　短大フォーラムA特集：私が選んだ『図書館の本』14
　　　　　　　　即効☆知ってトクする常識力【 伊　丹 】 【伊　丹】　即効☆知ってトクする常識力～質問力・話し方・マナー～21
　　　　　　プレゼンマスターになろう！2012【 伊　丹 】 【伊　丹】　プレゼンマスターになろう！201225
　　　　　新入生応援　大学生活はじめの一歩【 伊　丹 】 【伊　丹】　新入生応援　大学生活はじめの一歩16
　　　　　　　原作を読もう！映画を見よう！【 伊　丹 】 【伊　丹】　原作を読もう！映画を見よう！46
　　　　関西vs関東あなたならどちらに行く？【 伊　丹 】 【伊　丹】　関西vs関東あなたならどちらに行く？22
 美術部コラボ企画 ヒツジってどんな生き物？【 伊　丹 】 【伊　丹】　図書館×美術部コラボ企画 制作から知る～大解剖！！ヒツジってどんな生き物？～15
　　　　　　　　短大卒業生によるおすすめ本【 伊　丹 】 【伊　丹】　短大卒業生によるおすすめ本16
　　　　　　　　　　　　　読んでPickUP特集【 伊　丹 】 【伊　丹】　読んでPickUP特集（料理・スイーツ、パソコン、本の情報誌など）16
　　　　　　　　　　　　　　今日は何の日？【 伊　丹 】 【伊　丹】　今日は何の日？27
　　　　　　　　　ここから探そう研究テーマ【 伊　丹 】 【伊　丹】　ここから探そう研究テーマ（「建築・インテリア」など）7
　　　　一期一会　おすすめ本【 ＣＥＬＬ 】【 伊　丹 】 【ＣＥＬＬ】【伊 丹】　一期一会　おすすめ本60
若い人に贈る読書のすすめ2012【 ＣＥＬＬ 】【 伊　丹 】 【ＣＥＬＬ】【伊 丹】　若い人に贈る読書のすすめ201243
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答 無回答 505

【まとめ】

（10）　特集展示：これまでのテーマ特集のうちよかったものをお聞かせください。　※複数回答可

（7）　「リサイクルブックフェア」について

（9）　イベント：教員主催の写真展・個展について

（8）　イベント：学生主催の写真展・個展について

C．図書館で行っているイベント、特集
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（７）～（９）リサイクルブックフェアは「知らなかった」が約半数を占める。学内Web掲示板、ポスター等で告知した

が、１１月より運用を開始したＦａｃｅｂｏｏｋなど、より効果の高い広報手段を模索していきたい。 （１０）特集展示

では、「レポート・論文を書こう」「お仕事紹介本 for キャリアデザインⅣ」などの授業関連のテーマが比較的支持

されている。レポートやプレゼンに関する資料は年間を通じて需要があるため、一時的な特集展示ではなく、常

設コーナーとして運用することも検討したい。その反面、「無回答」が５０５人（５７.５％）に達していることから、特

集企画の実施方法、企画内容については見直しをはかる必要がある。 



　　　　　　　　貸出中図書の予約 貸出中図書の予約116

　　　キャンパス間の資料取り寄せ ＣＥＬＬ⇔伊丹　キャンパス間の資料取り寄せ131

学内にない図書の購入希望サービス 学内にない図書の購入希望サービス62

　　　　　　　　cell小教室の利用 cell小教室の利用240

他機関からの文献コピーの取り寄せ 他機関からの文献コピーの取り寄せ52

　他大学図書館への訪問閲覧の紹介 他大学図書館への訪問閲覧の紹介12

　　　　　　　　　　　　　無回答 無回答 496

　　　　　　　　　知っている 知っている403

　　　　　　　　知らなかった 知らなかった367

　　　　　　　　　　　無回答 無回答 108

【まとめ】

（11）　図書館で行っている以下のサービスを利用したことがありますか？　※複数回答可

（12）　他機関からの文献コピーの取り寄せについて、学生の方は無料で利用できることをご存じですか？

D．図書館サービスの利用実態
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（１１）（１２）２００９年１０月より開始した、「他機関からの文献コピーの取寄せ」無料サービスは、「知っている」が

４５．９%（前年度４０.６％）で、認知度は徐々に上がりつつある。しかし、実際に利用しているのは５.９％のみにと

どまっている。他大学ではあまりみられない非常に便利なサービスであるため、周知をすすめ学習に役立てても

らいたい。  



　　　　　　　　　とても満足 とても満足304

　　　　　　　　　　　　満足 満足 278

　　　　　　　　　　　ふつう ふつう 255

　　　　　　　　　　　　不満 不満 13

　　　　　　　　　とても不満 とても不満 6

　　　　　　　　　　　無回答 無回答 22

　　　　　　　　　とても満足 とても満足249

　　　　　　　　　　　　満足 満足 256

　　　　　　　　　　　ふつう ふつう 309

　　　　　　　　　　　　不満 不満 33

　　　　　　　　　とても不満 とても不満 9

　　　　　　　　　　　無回答 無回答 22

　　　　　　　　　とても満足 とても満足243

　　　　　　　　　　　　満足 満足 294

　　　　　　　　　　　ふつう ふつう 298

　　　　　　　　　　　　不満 不満 14

　　　　　　　　　とても不満 とても不満 4

　　　　　　　　　　　無回答 無回答 25

（13）　図書館カウンタースタッフの印象をお聞かせください。

②　話しかけやすさ

③　対応のスピード

E．図書館スタッフの対応

①　親切さ
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　　　　　　　　　　　　ある ある 409

　　　　　　　　　　　　ない ない 444

　　　　　　　　　　　無回答 無回答 25

　　　　　　　　　とても満足 回答内容に対する満足度：とても満足180

　　　　　　　　　　　　満足 満足 173

　　　　　　　　　　　ふつう ふつう 50

　　　　　　　　　　　　不満 不満 4

　　　　　　　　　とても不満 とても不満 0

　　　　　　　　　　　無回答 とても不満 2

　　　　　　　　　とても満足 回答までにかかった時間：とても満足165

　　　　　　　　　　　　満足 満足 148

　　　　　　　　　　　ふつう ふつう 77

　　　　　　　　　　　　不満 不満 8

　　　　　　　　　とても不満 とても不満 0

　　　　　　　　　　　無回答 とても不満11

　　　　　　　　　　親切で迅速な接客・接遇 親切で迅速な接客・接遇351
　課題・レポート・研究などの資料収集の相談 課題・レポート・研究などで資料収集に困ったときの相談179
資料が所定の場所にあるよう整理されていること 資料が所定の場所にあるよう本棚がきちんと整理されていること128
　　　　　　　　　　　　　館内マナーの徹底 館内マナーの徹底119
　授業での図書館利用・文献探索のガイダンス 授業においての図書館利用・文献探索についてのガイダンス22
　　　　　　　　　特集・イベント企画の実施 特集・イベント企画の実施10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他 その他 6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答 その他 63

【まとめ】

（16）　あなたが図書館スタッフに求めるサービスのうち最も重視するものを1つお選びください。

②　回答までにかかった時間

（15）　設問（14）にて、図書館スタッフに質問をしたことが「ある」と答えた方へ
         　 ⇒質問や相談に対するスタッフの回答や対応について、意見をお聞かせください。

①　回答内容に対する満足度

（14）　あなたは図書館スタッフになにか質問や相談をしたことがありますか？
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（１３）図書館スタッフの印象は、すべての項目において「満足」以上の回答が「ふつう」以下の回答を上回ってお

り、概ね高評価であった。ただ、「親切さ」と「話しかけやすさ」が必ずしも比例しているわけではないため、利用者

が話しかけやすい雰囲気・環境づくりが今後の課題である。（１４）図書館スタッフに直接相談したことがある割合

は４６.５％で、前年度の３８.３％を上回った。（１５）「回答内容に対する満足度」「回答にかかった時間」はともに

満足以上の回答が７５％以上と高評価であった。さらなるサービス品質向上に努めていきたい。（１６）「資料の整

理」や「館内マナーの徹底」を最重視する利用者が２４７人（２８%）あり、図書館としての基本的な環境整備が強く

望まれていることがわかった。  



　　　　　　利用したことがある 利用したことがある502

　使ったことはないが知っている 使ったことはないが知っている202

　　　　　　　　　知らなかった 知らなかった147

　　　　　　　　　　　　無回答 無回答 27

　　　　　　図書館内　専用端末から 図書館内　専用端末から543

パソコン（インターネット）端末から パソコン（インターネット）端末から416

　携帯電話・スマートフォン端末から 携帯電話・スマートフォン端末から53

　　　　　　　　　使ったことがない 使ったことがない162

　　　　　　　　　　　　　　無回答 無回答 32

　　　　　　　　　　　　　ある ある 65

　　　　　　　　　　　　　ない ない 783

　　　　　　　　　　　　無回答 無回答 30

　　　　　　　　　　　　　ある ある 34

　　　　　　　　　　　　　ない ない 820

　　　　　　　　　　　　無回答 無回答 24

（20）　大手前大学図書館の特集展示を紹介している「ブクログ」を見たことはありますか？

（19）　大手前大学図書館の情報を発信している「Facebook」を見たことはありますか？

（18）　大手前大学図書館の資料を探す「蔵書検索ＯＰＡＣ」を使ったことがありますか？　※複数回答可

（17）　図書館Webサイトを利用したことはありますか？

F．図書館Webサイト、その他Web媒体、データベースの利用実態

502 
202 

147 
27 

543 

416 

53 

162 

32 

65 
783 

30 

34 
820 

24 



　聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞データベース） 聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞データベース）245
　　ヨミダス歴史館（読売新聞データベース） ヨミダス歴史館（読売新聞データベース）209
　　　　　　ＣｉＮｉｉ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ ＣｉＮｉｉ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ （日本の論文を探す）224
　　　　　　　　　ＣｉＮｉｉ　Ｂｏｏｋｓ ＣｉＮｉｉ　Ｂｏｏｋｓ （大学図書館の本を探す）225
　　　　　　　　　Ｗｅｂｃａｔ　Ｐｌｕｓ Ｗｅｂｃａｔ　Ｐｌｕｓ66
　　　　　　　　　　　　　　　　カーリル カーリル 23
　　　　国立国会図書館　ＮＤＬ－ＯＰＡＣ 国立国会図書館　ＮＤＬ－ＯＰＡＣ100
　　　　　　　　　　国立国会図書館サーチ 国立国会図書館サーチ61
ＧｅＮｉｉ（ＮＩＩ学術コンテンツポータル） ＧｅＮｉｉ（ＮＩＩ学術コンテンツポータル）41
　　　　　　ジャパンナレッジプラスＮＲＫ ジャパンナレッジプラスＮＲＫ24
　　　　　　　　　　Ｙａｈｏｏ！百科事典 Ｙａｈｏｏ！百科事典（小学館『日本大百科全書』『ニッポニカプラス』）221
　　　　　　　　　　　　　　　ＷＥＢ民力 ＷＥＢ民力 5
　　　　　　Ｇ－Ｓｅａｒｃｈデータベース Ｇ－Ｓｅａｒｃｈデータベース　※来館利用専用6
　　　　　　　　　　ＥＢＳＣＯ ｈｏｓｔ ＥＢＳＣＯ ｈｏｓｔ （海外の雑誌記事・論文）15
　　　　　日経テレコン21　※来館利用専用 日経テレコン21　※来館利用専用23
ＫＯＤ：研究社オンラインディクショナリー ＫＯＤ：研究社オンラインディクショナリー3

　オックスフォード英語大辞典オンライン版 オックスフォード英語大辞典（ＯＥＤ）オンライン版12
　　電子ジャーナルタイトル一覧（Ａ to Ｚ） 電子ジャーナルタイトル一覧（Ａ to Ｚ）19
　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答 無回答 333

【まとめ】

（21）　以下のデータベースのうち、使ったことがあるものをお聞かせください。　※複数回答可

245 
209 

224 
225 

66 
23 

100 
61 

41 
24 

221 
5 
6 

15 
23 

3 
12 
19 

333 

（１７）図書館Ｗｅｂサイトを「利用したことがある」割合は５７.２％（前年度４４.３％）、「知らなかった」割合は１７%

（前年度２１.１％）であり、利用率、認知率ともに向上している。（１８）蔵書検索ＯＰＡＣ についても「使ったことが

ない」割合が１８.４％（前年度２６.７％）と利用率が向上しており、スマートフォン普及に伴って、よりアクセスしや

すい環境が整いつつあることも影響していると考えられる。（１９）（２０）Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ブクログの認知率が低いの

は、公開（１１月）から間がないためであり、今後の新たな広報ツールとして効果的な運用方法を模索していきた

い。（２１）データベースでは、特に１．２年次必修科目キャリアデザインで紹介したデータベースの利用率は、「聞

蔵」２７.９％（前年１２.５％）、「ヨミダス」２３.８％（前年９％）、ＣｉＮｉｉ Ａｒｔｉｃｌｅ２５.５％（前年１４.９％）と大幅に増加し

た。また、「Ｙａｈｏｏ！百科事典」の利用が多いのは、同時アクセス制限がある「ジャパンナレッジプラス」の百科

事典コンテンツの代替ツールとして、同科目にて教員より紹介していただいたためである。他は総じて利用数が

低いため、ガイダンスやレファレンスを通じて利用促進を図る必要がある。 



　　　　　　　　　　　　　読書会 読書会 109

　　　　図書館ボランティアの募集 図書館ボランティアの募集210
　　　　　　　データベース講習会 データベース講習会107
　　　　　　　　　　　　　その他 その他 19
　　　　　　　　　　　　　無回答 無回答 481

【まとめ】

（23）　図書館についてのご意見、ご要望などございましたら、なんでも自由にご記入ください。 ※自由記述

G．図書館への要望、意見

（22）　今後図書館で行ってほしいことをお聞かせください。　※複数回答可

109 
210 

107 
19 

481 

（２２）「図書館ボランティアの募集」２１０人、「読書会」１０９人あり、利用者が具体的に図書館に関わるような仕
組みや行事を検討したい。 （２３）自由記述では、ＣＥＬＬ・伊丹ともマナーや静粛性の維持に関する要望が非常
に多く寄せられた。資料の閲覧や自習だけにとどまらない幅広い学習の場となっているため、静粛性の維持は
時として難しい場合もあるが、巡回やマナーキャンペーン実施等により、「本当に図書館を必要としている人達が
使いやすいような環境作り」（総合文化学部４年生）を行う。また「パソコンの台数を増やしてほしい」という声も多
く寄せられた。ＣＥＬＬの貸出パソコンは平成２５年４月より約１５台増加予定である。他に要望の多かった開館時
間の延長については、平成２５年４月より開館時間を１.５時間延長する（ＣＥＬＬのみ）。試行ではあるが、学習支
援センターやＩＴサポートセンターの協力により、新たなサービスを検討し、さらなる支援へつなげたい。また「柏
木館長のトークライブにも時間があわず行けなかった」という声もあった。日程設定や伊丹でも開催するなどの
工夫を行い、なるべく多くの利用者が参加できるようにしていきたい。  


