
図書館利用アンケート
結果報告書

2020年12月10日

白百合女子大学図書館
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アンケートの概要

■目的
1. 通常と異なる図書館サービスの効果を確認するため
2. 学生が抱えている困難を吸い上げ、その困難を緩和するために図書館が

提供できるサービスを模索し、今年度・来年度以降に活かすため

■調査期間
2020年11月4日(水)～11月10日(火)

■調査対象
本学学部生、大学院生、科目等履修生、研究生の計2183人

■調査方法
Google Formsを使用したオンライン調査

■回収状況
回収数：110件(調査対象の5％)
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回答者に関する質問

3

所属 人数

国語国文学科 22

フランス語フランス文学科 19

英語英文学科 18

発達心理学科 13

児童文化学科 16

初等教育学科 10

大学院文学研究科 10

科目等履修生、研究生 2

総計 110

学年 人数
学部1年生 37
学部2年生 22
学部3年生 21
学部4年生 18
修士・博士(前期)1年生 4
修士・博士(前期)2年生 1
博士(後期)1年生 1
博士(後期)2年生 1
博士(後期)3年生 3
研究生 1
科目等履修生 1
総計 110

20%

17%

16%
12%

15%

9%

9%

2%

Q1. 所属について教えてください。 (110 件の回答)

国語国文学科
フランス語フランス文学科
英語英文学科
発達心理学科
児童文化学科
初等教育学科
大学院文学研究科
科目等履修生、研究生

34%

20%
19%

16%

9%

2%

Q2. 学年について教えてください。 (110 件の回答)

学部1年生

学部2年生

学部3年生

学部4年生

院生

科目等履修生、研究生



郵送貸出サービスに関する質問
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17%

83%

Q3. 2020年5月より、郵送による資料の貸出(送料無料)を開始しました。

郵送貸出を利用したことはありますか？ (110 件の回答)

利用したことがある

利用したことがない



郵送貸出サービスに関する質問 ― 利用したことがある人への質問
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42%

42%

16%

0% 0%
Q4. 郵送貸出の満足度を教えてください。(19 件の回答)

満足している

どちらかというと満足している

どちらともいえない

あまり満足していない

満足していない



1

2

6

9

15

18

0 5 10 15 20

その他

申込方法が簡単

申込から短時間で資料が届く

重い資料を持ち運ばなくてよい

費用がかからない

図書館に行かなくても資料が借りられる

Q5. 郵送貸出利用で良かった点は何ですか？ (19 件の回答)

郵送貸出サービスに関する質問 ― 利用したことがある人への質問

その他の内訳

・ 図書館に立ち入りできないときに資料を取り寄せられた
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郵送貸出サービスに関する質問 ― 利用したことがある人への質問

その他の内訳

・ 一度、だれかに借りられた本がとなかなか戻ってこない

・ 手書きではなく、オンラインで貸出の手続きをできるようにして欲しい

・ 宅配便で袋が家に無かったので、それを買いに行くのが面倒だった
⇒図書館スタッフ補記：基本的には、郵送時の箱を再利用していただけるように提供しています。

・ 2回ほど利用したが、1回目は白紙の着払い伝票がついていたのに、2回目は依頼主の欄に大学図書館の情報が印字され
ていた。返送用で使うための伝票なので依頼主は学生の情報を書くのでは？と疑問が残った。また、返送する業者の指
定はない（ゆうパックの伝票を同封するから使っても良い程度)と聞いていたのに、2回目に送ってもらった資料を返送
する前に「返送はヤマト運輸で」と返却日お知らせメールで指定され、変更の説明もなかったので戸惑った
⇒図書館スタッフ補記：伝票の同梱間違いと思われます。また、説明が不足しており、申し訳ありませんでした。

4

2

2

3

3

6

12

12

0 2.5 5 7.5 10 12.5

その他

困った点は特にない

学業に関係のない資料が借りられない

1度に申し込める冊数が少ない

資料が届くまで時間がかかる

申込方法が複雑

棚を見て本を選ぶことができないので、本の選択が難しい

宅急便を使用した本の返送が面倒

Q6. 郵送貸出で困った点は何ですか？(19 件の回答)
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郵送貸出サービスに関する質問 ― 利用したことがない人への質問

その他の内訳

・ 関心のある図書が複数あったため、内容を確認してから借りる図書を絞りたかったから

・ 近くに地元の図書館があり、そもそも利用したことがないことがない大学の図書館よりも安心できるから

・ 必要に迫って利用する機会が訪れなかったため。また、コロナの状況で遠慮してしまっている

3

5

6

22

26

33

34

39

0 10 20 30 40

その他

借りたい資料が学業に関係のない資料だったから

借りたい資料はあったが図書館OPACで検索しても

見つからなかったから

郵送貸出を知らなかったから

無料だということを知らなかったから

申込方法が面倒だったから

申込方法がわからなかったから

依頼する必要がなかったから

Q7. 利用したことがない理由は何ですか？(91 件の回答)
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郵送貸出サービスに関する質問

・ 郵送で貸し出しをしてくれるシステムはとても良いと思いました。まだ使用したことはないですが、今後使用してみたいで
す。(学部1年生) ※他多数回答あり

・ 無料だと知らず、申し込み方も分からなかったのでやったことがなかったですが、今後活用してみたいと思いました。また、
申し込み方法を再度提示していただけると幸いです。(学部1年生) ※他多数回答あり

・ 利用したいですが、手続きなどを考えると少し面倒な気がします。(学部1年生) ※他多数回答あり

・ 郵送していただけるのはありがたいが、申し込み方法がわからない上に面倒。もっと簡単に申し込めるなら利用していたと
思う。(学部3年生)

・ 現時点ではまだ利用していませんが、今後(大学解放時)においても継続して郵送貸出が行われているとより便利になるので
はないのかなと考えられました。(学部3年生)

・ 外出できない中、このような機会を設けてくださって嬉しかったです。でも、慣れてないことなので、利用方法・費用につ
いての詳細が理解できているか不安で、利用するのは控えました。(学部4年生)

・ とても良いことだと思います。かなり早い時期に始めたことを評価します。よく費用を大学もちにさせたものだと思います。
他大学の資料コピーサービスもありがたい。(修士・博士(前期)2年生)

・ 梱包に関する注意点など挙げて下さると嬉しいです。(博士(後期)2年生)

■Q8. 郵送貸出に関する自由記述(抜粋)：全51件
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郵送貸出サービスに関する質問

■郵送貸出サービスの考察

10

・利用者の84％が「満足している」「どちらかというと満足している」という結果で、
サービス自体に関しては、一定の満足度を得られている

無料であることや、サービス自体については好意的な意見が多く寄せられました。
図書館としては、サービス周知や申込方法の改善に取り組む必要性を認識しています。

・約3割が、無料であることを認知しておらず、サービスの周知が不足していることが
窺える

・「申込方法がわからない」「申込方法が面倒」という回答が約3割あり、申込の方法
や手順に課題があると思われる

■郵送貸出サービスのまとめ



図書館の限定開館に関する質問
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Q9. 2020年7月より、図書館は限定開館を実施しています。2020年7月以降、
図書館を利用しましたか？ (予約だけとって実際に利用しなかった方は、
利用していないを選択してください) (110 件の回答)

19%

81%

利用した

利用していない



図書館の限定開館に関する質問 ― 利用したことがある人への質問

その他の内訳

・ 開館時間が短い

・ 返却のため利用したので予約はしていない

・ 予約を忘れたら終わりなので、直前予約可能だといいと思った

3

2

7

14

0 5 10 15

その他

予約方法が面倒

困った点は特にない

急に利用したいときに(予約をしていないので)

利用ができない

Q10. 予約について困った点は何ですか？(21 件の回答)
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図書館の限定開館に関する質問 ― 利用したことがある人への質問
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24%

29%
29%

9%
9%

Q11. 限定開館中の図書館利用について満足度を教えてください。(21 件の回答)

満足している

どちらかというと満足している

どちらともいえない

あまり満足していない

満足していない



図書館の限定開館に関する質問 ― 利用したことがある人への質問

その他(利用したいフロア)の内訳

・ 全てのエリア

・ 2階(2件)と地下

・ キリスト教エリア

・ 2階の和書コーナーと3階の洋書コーナー

・ 地下の心理学コーナー及びTOEICなど資格本コーナー

・ 自由に動けない。本棚に並んだ本を見られない。手に取ってパラパラできない。DVDが見られない
⇒図書館スタッフ補記：DVDは限定開館中でも視聴可能です。

・ 地下１階の教科書コーナーを利用したいと思います。初等教育学科の学生の中には使いたい人もいるのではない
かなと思いました。

・ 2階の洋書コーナーを利用したい他、まだ1階以外に行ったことがないため、純粋にどのような感じか行ってみた
い思いがある

9

0

2

6

8

12

0 2.5 5 7.5 10 12.5

その他

感染症予防対策が不安だ

館内で遠隔授業が受講できない

困った点は特にない

利用できる時間が短い

1階以外のフロアが利用できない

Q12. 限定開館中の図書館利用で困った点は何ですか？(21 件の回答)
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その他の内訳

・ 大学に通っていないので知り合いもおらず、電車に乗ってまで行くメリットを感じないから

・ 書架・書庫に入れないから

・ 実家に帰省中のため

・ 通常であれば図書館に何時間も滞在して資料を探すが、時間制限があるのが煩わしい。遠方に住んでいるため、滞在時
間が短いと非効率的

・ 自由に見廻れることができないから

・ 予定が合わなかったから

図書館の限定開館に関する質問 ― 7月以降利用していない人への質問

6

2

6

6

12

18

19

22

39

44

0 10 20 30 40 50

その他

館内の感染症予防対策を知らなかったから

図書館に入館できることを知らなかったから

郵送貸出の利用で、必要なものが入手できたから

館内で遠隔授業が受講できないから

予約方法が面倒だったから

予約方法がわからなかったから

外出に感染症などのリスクがあるから

遠方のため来館が困難だから

利用する用事がなかったから

Q13. 利用していない理由は何ですか？(89 件の回答)
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・ 感染予防や、予約制にしていることで安心していくことが出来ると思いました。(学部1年生) ※他多数回答あり

・
大学に通ったことすらないので様子が分からない図書館に行く勇気はなかなかありません。オープンキャンパスでの見学で、
大学に通い、図書館の勉強スペースで友達と一緒に課題に取り組むことに憧れていたのでいつか行ける日を楽しみにしてい
ます。(学部1年生)

・ 自宅などで自習する場所が確保出来ず、大学での自習をする場所が欲しいため、間隔を空けてでも良いから、開館時間を通
常授業時と同じに欲しい。 (学部2年生)

・
何冊も持ってきていただくのが申し訳なく感じてしまい、見たい本を全部は見るのをやめようと感じる時があります。また
本を探すときにその近くの本を見て、新しい本と出会うことができないのが悲しいです。使い捨て手袋などを置いていただ
いて、自分で本を探せるようになりたいです。(学部3年生)

・ もっと遅くまで開けて欲しいのと、予約なしでも入れるようにして欲しいです。(学部4年生) ※他多数回答あり

・ 今回初めて利用し、スタッフの方がひとつずつ丁寧に教えてくださり、私はネット利用が不慣れなので、これからも予約し
て利用しようと思いました。(修士・博士(前期)1年生)

・ 限定開館は人が少ないこともあり、集中できる環境だった。修士論文も出来れば図書館で公開してほしいと感じた。(修士・
博士(前期)1年生)

・ 以前から図書館内は混雑していなかったし、対面授業がほとんどない現状で来館者が増えるとは思えない。予約制・フロア
限定ではなく、通常開館に早く戻してほしい(科目等履修生）

■Q14. 図書館の限定開館に関する自由記述(抜粋)：全48件

図書館の限定開館に関する質問
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■図書館の限定開館の考察

17

・利用者の53％が「満足している」「どちらかというと満足している」という結果

普段は受けられるサービスが限定されているということもあり、開館条件の緩和を
求める意見が多く寄せられました。
図書館としては、大学の入構方針(時間限定・事前申請)に沿いながら学生の声を
大学に共有すると共に、感染症防止策の継続と開館条件の緩和の両立を模索します。

・使用できるフロアの拡大や、予約方法の改善を求める声が多く寄せられた

・一方で、感染症防止の観点から、限定開館を継続してほしい声も寄せられた

■限定開館のまとめ

図書館の限定開館に関する質問



My OPACに関する質問

18

76%

24%

Q15. My OPACを知っていますか？ (110 件の回答)

知っている

知らない



その他の内訳

・ あまり見ていないのでわからない

My OPACに関する質問

1

8

15

44

44

59

0 20 40 60

その他

知っているものはない

購入リクエスト

貸出期間の延⾧

貸出中資料の予約

電子ブック、データベースの学外利用

Q16. My OPACにログインして使えるサービスの中で、知っているものはどれですか？(84 件の回答)
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電子媒体に関する質問
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Q17. 白百合女子大学図書館の電子媒体(電子ブックやデータベースのこと)
を利用したことがありますか？ (110 件の回答)

40%

15%

45%

学外から利用したことがある

利用したことはあるが、学外からは利

用したことがない

学内・学外ともに利用したことがな

い、またはわからない



電子媒体に関する質問 ― 学外から利用したことがある人への質問

4

9

18

30

0 10 20 30

海外データベース(PsycARTICLESなど)

利用したことはあるが、どの媒体かわからない

電子ブック(KinoDen、丸善ebook Library)

国内データベース(日経テレコン、ジャパンナレッジなど)

Q18. 利用したことがある、電子媒体を教えてください。(44 件の回答)
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電子媒体に関する質問 ― 学外から利用したことがある人への質問

22

20%

41%

25%

14%

0% Q19. これらの電子媒体の満足度を教えてください。(44 件の回答)

満足している

どちらかというと満足している

どちらともいえない

あまり満足していない

満足していない



その他の内訳

・ 契約タイトルが少なくて必要な情報が得られなかった

・ 画面や操作が分かりづらい場合が多い。もう一度見たいと思ってもうまく探せなかったりする

・ 遠隔授業において、指定図書を読んでレポートを書く課題があった。その際、電子媒体で利用できたらよかった

・ 借りたい内容の書籍が見つけにくかった

・ 電子ブックを使用してみたいが、まだやり方が分からない

電子媒体に関する質問 ― 学外から利用したことがある人への質問

5
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16
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0 5 10 15 20

その他

学外からアクセスができなかった

他の人が利用中で、利用できなかった

操作方法がわからなかった

利用したい電子媒体はあったが図書館OPACで

検索しても見つからなかった

困った点は特にない

Q20. これらの電子媒体の利用で困った点は何ですか？(44 件の回答)
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電子媒体に関する質問 ― 学外から利用したことがない人への質問

2

7

13

14

23

23

28

0 10 20 30

利用しようとしたが、学外からアクセスできなかったから

利用したい資料がなかったから

電子媒体よりも紙媒体を利用したいから

学外からアクセスできることを知らなかったから

存在を知らなかったから

利用する必要がなかったから

利用方法がわからなかったから

Q21. 利用したことがない理由は何ですか？(66 件の回答)
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・ 初心者で、初めての利用で訳が分からなかったのが正直なところです。そこから少々疎遠になってしまいました。今はもう
操作はできます。(学部1年生) ※他多数回答あり

・
電子ブックはまだ使用したことがなく、どのようなタイミングで使うのか分かっていないため、使用方法があればそれを見
ていこうと考えています。ジャパンナレッジや聞蔵しか使わないので、他のデータベースも使用してみたいです。(学部2年
生)

・ 利用していませんが、紙のものは荷物になるので、電子ブックは便利だと思いました。(学部2年生) ※他多数回答あり

・
データベースでは、ジャパンナレッジを頻繁に利用します。単語を入力するだけで済み、わざわざ、辞書を捲る必要がない
ので、とても便利です。レポートやリアクションペーパーを書く際にも、役立っています。ありがとうございます。 (学部3
年生)

・ どんな本が読めるのかがよくわからず、あまりよくわからない機能だなと感じています。(学部3年生)

・ 卒論において、学内に所蔵される論文が電子ジャーナル等で見られると有難い。また電子ブックも利用できるものが少ない
と感じ、あまり充実感が感じられず、利用する機会がない。(学部4年生)

・ 本を購読できる電子ブックが入っているけれど、文学の本を読みたくても入っていない。(博士(後期)1年生)

■Q22. 電子媒体に関する自由記述(抜粋)：全41件

電子媒体に関する質問
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■図書館の電子媒体についての考察

26

・回答者の60％が「学外から利用したことがない」と回答

学外から利用できるコンテンツの拡充と共に、サービスの周知とその活用方法PRの
必要性を認識しました。

・利用者の14％が「あまり満足していない」と回答

・「学外から利用できることを知らなかった」という意見や、「利用できることは
知っているが、どのように活用すればよいか分からない」という意見が目立った

■電子媒体サービスのまとめ

電子媒体に関する質問



レポート・論文執筆に関する質問

その他の内訳

・ 欲しい資料があっても入手できなければあるもので間に合わせるしかなかった

・ 海外の公式公表サイト

・ 自分で本を購入した(2件)

・ CiNii Articlesから情報収集を行った(2件)

・ 心理学ワールドというサイトを利用した。また、Google Scholarからヒットした論文を利用した

・ 紙媒体での発行が確認されている論文をネットから入手して利用した

・ 利用していない 27
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その他

国立国会図書館の資料を利用した

収集する必要がなかった

白百合女子大学図書館の紙媒体資料を利用した

白百合女子大学図書館の電子媒体資料を利用した

公共図書館の資料を利用した

大学、官公庁HPなどの公的機関によるネット情報を利用した

Wikipedia、個人サイトなどのネット情報を利用した

Q23. 2020年4月以降に取り組んだレポート・論文執筆において、

どのように資料を収集しましたか？(110 件の回答)



その他の内訳

・ 資料を手に取って中をチェックできないから選びにくい。実は目星をつけた本の周辺の本をチェックできないのが痛
かった

・ 卒論において、欲しい資料を司書さん等に気軽に相談ができない

・ 専門書や論文などを入手・閲覧することが難しい

・ CiNiiで、論文の内容を見ることができなかったりする

・ 資料が集まらない

・ 欲しい本がない

・ 普段は図書館で書くことが多かったため、借りることはできても閲覧スペースなどの⾧期利用ができないこと

レポート・論文執筆に関する質問
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資料が貸出中で入手できない

参考文献の書き方など、執筆のルールがわからない

困った点は特にない

OPACの使い方がわからない、使いこなせない

課題の量が多く、たくさんの資料に目を通して執筆する余裕がない

欲しい情報がどの本に掲載されているかわからない

Q24. レポート・論文執筆で困った点は何ですか？(110 件の回答)
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その他の内訳

・ 来館しているのでその場で利用した。これから利用するつもりです

・ 提出までの時間に余裕がないと、借りて郵送していただくまでに時間があると考えているので、使用できていない

・ 回答が丁寧で分かりやすかったので、とても助かりました

その他のサービスに関する質問
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回答方法にZoomやGoogle Meetがあり便利

特に相談したいことはない

相談しにくい

どんなことを相談できるのかわからない

機会があったら、相談してみたい

サービスのことを知らなかった

Q25. 2020年9月以降、オンラインレファレンスサービス(調べもののオンライン相談)を

開始しました。どのような印象を持っていますか？(110 件の回答)
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その他のサービスに関する質問

30

35%

65%

Q26. 図書館の利用案内動画、各種データベースの使い方がGoogleドライブ

で公開されていることを知っていますか？ (110 件の回答)

知っている

知らない

59%

41%

Q27. これらの情報をご覧になりましたか？ (39件の回答)

見た(授業で見た場合もこちらを選択してく

ださい)

見ていない、または覚えていない



その他のサービスに関する質問
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図書館公式ブクログ

図書館公式Twitter

図書館に関する情報をほとんど目にしない

教員からの紹介

図書館HP

manaba folio

図書館My OPAC

CAMPUS SQUARE

Q28. 図書館に関する情報を入手する機会があるものはどれですか？(110 件の回答)

その他の内訳

・ Gmail(7件)

・ もっぱらメールと来館時に掲示された文字や口頭での情報に頼っている

31



・
大学の図書館は専門書なども充実しており、公共の図書館とはまた違った良さがあるのだろうと楽しみにしていました。今
はなかなか難しいですが、いつか実際に入館してたくさんの本や資料を見て選び、知識を深める日を楽しみにしています。
(学部1年生)

・ 新入生で何もわからなかったので、図書館の利用の仕方の動画を作ってくださったのはありがたかったです。(学部1年生)

・ このようなコロナ禍という状況の中、郵送貸出サービスや、自宅からでもデータベースや電子ブックに手軽にアクセス出来
るので、非常に助かっております。いつも、ありがとうございます。 (学部3年生)

・ 図書館も大学も、今まで通りに学生を大学へ入れるべきだと思います。(学部4年生)

・
今回初めて図書館を利用し、資料、書籍の利用が出来ました。レポート作成に不便を感じていたのでこれから利用しようと
思います。ただパソコンが苦手で、電子媒体が使いこなせないので、予約して図書館へ行く以外に少し、やり方を学びたい
と思います。(修士・博士(前期)1年生)

・ 先輩方が書いた(修士論文や)博士論文が新たに公開されたら、メールにて連絡がほしい。(修士・博士(前期)1年生)

・ お知らせのメールが必要のない情報が多く、本当に欲しい情報が目に入らないことが多い。(修士・博士(前期)1年生)

・ 大学で学習・研究するにあたり必要不可欠な施設である大学図書館を、1日も早く自由に利用できるようにしてほしい。(科
目等履修生)

■Q29. その他、図書館サービスに関する自由記述(抜粋)：全24件

その他のサービスに関する質問
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図書館の対応について

アンケート結果を受け、

図書館では12/1より次頁の対応をとっています。
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■開館条件の緩和

34

・利用可能フロアを全フロアに拡大し、すべての書架を自由に見ることが出来ます。
また、2F、3Fの個人机も利用可能としました。

結果として、「予約不要としてほしい」「せめて前日までの予約としてほしい」
といったご意見には、対応することができませんでした。

・一方で、感染症防止のため、入構者の把握は継続して必要と大学は判断しました。
申請方法についても協議しましたが、システム上の制約から、現段階では2日前の
予約制を継続致します。

図書館の対応について

・1日単位の予約制とし、定員も31名に増員しました。

新型コロナウィルス感染症 第3波影響下の現在、学生の皆さんの安全を確保するために、
大学の入構制限と事前申請は続きますが、その中で12/1時点での緩和は上記となります。

状況の変化や需要に合わせ、今後も開館条件を見直して参ります。



■各サービスの再周知

35

・キャンパススクエア、図書館HPにて、現在の図書館が実施しているサービスを
再周知しました。※下記参照

・図書館HPに「現在の図書館サービス」というページを新設。
郵送貸出サービス、複写郵送サービスなど、各サービスに関するページを新設し
公開しました。

図書館の対応について

・「貸出期間が短い」「館内でDVDが見られず困っている」といった声にお応えする
ため、「貸出期間は3回まで延⾧可能」「学業目的であればDVDの視聴可能」等の
情報を、周知内容のチラシ内に盛り込みました。



■お役立ち情報の公開

36

図書館HPに、資料探しのコツに関するお役立ち情報(「図書・雑誌の探し方」や
「参考文献の書き方」等）をまとめたページを開設します。
近日中に公開予定です。

図書館の対応について

■まとめ

12/1時点での対応は上記となるものの、皆さんの要望に少しでもお応えできるよう、
今後も図書館では状況の変化に伴い、柔軟に対応方法を検討・改善して参ります。

最後になりましたが、
アンケートに回答しご意見を寄せてくださった学生の皆さんに、お礼を申し上げます。
ご協力、ありがとうございました。


