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（１） 調査主体 

 

    京都大学図書館機構 

 

（２） 調査目的 

 

 京都大学の全構成員から、図書館に対する意見・要望を広く収集し、その結果を

今後の施策の参考とする。 
 
（３） 調査対象 

 

    京都大学全構成員 

 

（４） 調査時期 

 

    平成 20 年 12 月 17日（水）～平成 21 年 1月 30 日（金） 

 

（５） 調査方法 

 

    アンケート用紙およびＷｅｂによる調査 

 

（６） 調査単位 

 

    京都大学全図書館・室 

 

（７） 回収方法 

 

    各図書館・室等に設置する回収箱への投函およびＷｅｂ 

 

   調査の概要 
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（８）配付回収数および回答方法 

 

回収総数   3,007 件（回収率：京大全構成員の約 1割）  

回答方法   紙：2,074 件（約 7割） Web：933件（約 3割） 

 

所属区分別の回答方法  回答者の所属区分（文系・理系・総合・事務）別の回

答方法は以下のとおり。（所属区分の詳細は 2.2 の表を

参照） 

 

 

  全体 紙 Web 

合計 3,007  2074(69%) 934(31%) 

(内訳)     

文系所属者 652  546(84%) 106(16%) 

理系所属者 2,048  1333(65%) 715(35%) 

総合所属者 184  111(60%) 73(40%) 

事務/その他 123  84(68%) 39(32%) 

 

 

 

 

（９）アンケートの入手経路 

  

 アンケートを「どこで」知ったか（入手したか）は以下のとおり。 

 

  全体 紙 Web 

合計 3,007  2,074  933  

(内訳)     

附属図書館 523  469  54  

部局図書館・室 521  443  78  

生協 15  13  2  

ポスター 25  13  12  

ウェブページ 108  9  99  

メール 742  182  560  

口コミ 111  91  20  

その他 158  150  8  

回答なし 40  34  6  

学生部経由 1  0  1  

研究室配布 565  478  87  
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京都大学の構成員：約 28,000 人 
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（１０） 調査結果の概要 

 

 調査結果および考察の詳細を 2に詳述している。その概要は以下のとおり。 

 

■回答者（身分別・所属別） 

 回答者の身分別構成比は母集団（京都大学全体）の構成員比と大差はないものの、教員・

研究員の割合が若干高い傾向にあった。また、回答者の所属別回答数は、文系 652、理系

2,048、総合 185、事務・その他 122 であった。 

 

■利用頻度（来館利用・Web利用） 

 来館利用の頻度が「週 1回以上」の占める割合は、文系で 79%、理系で 32%であり、文系

所属者は来館利用に重点を置いていると考えられる。Web 利用の所属別頻度は、それほど

大差はなかった。 

 

■よく利用する図書館・室（来館利用・Web 利用） 

来館利用の第 1位は附属図書館で、全体の 3割を占めた。人環・総人図書館の利用度も

高い結果が表れた。第 3 位以降は各部局に分散している。Web 利用では図書館機構と附属

図書館が約 6 割、Web ページを「使わない」と回答した層が 1 割以上を占めた。理系所属

者の Web 利用で医学図書館が上位に挙がっている。 

 

■図書館・室の利用目的 

 来館利用の目的は、図書・雑誌が圧倒的に多い。文系よりも理系の方が雑誌の利用に重

きを置いている。特に「電子ジャーナルの利用」は、文系の値がごく低いのに対し、理系

の値は比較的高い。文系では「自学自習」の占める割合がやや大きい。 

 

■図書館サービスの知名度 

図書館サービスで知名度が高かったのは、全体では「蔵書検索(KULINE)」、「学内資料取

り寄せ」、「電子ジャーナル」、低かったのは、「学術情報リポジトリ」、「貴重資料画像」、「図

書館メールマガジン」、「レファレンスガイド」であった。項目分類別では「図書館からの

情報」の知名度が低く、広報の必要性がある。 

 

■学習研究における図書館・室、インターネット利用時間 

学習研究における図書館・室、インターネット利用時間が１時間未満と回答した人の割

合が全体の約 45%を占めた。系別では、文系所属者は学習研究においてインターネットよ

りも図書館・室を利用する時間が長く、文系以外の所属者は逆に図書館・室よりもインタ

ーネットを利用する時間が長いことがわかった。学習研究上依拠する情報の所在の違いに

よるものと思われる。 

 

■評価対象とした図書館・室 

 回答者が評価対象としたのは、附属図書館が最も多く、全回答数の 1/3以上を占めてお

り、それに人環・総人図書館、工学部図書室、医学図書館が続いている。回答者は自身の
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所属に関わらず、よく利用する図書館・室を評価対象としたと考えられる。 

 

■期待度・現状評価・満足度（①館・館種別） 

回答者が評価対象とした図書館・室を、附属図書館、人環・総人図書館、文系図書館・

室、理系図書館・室、その他の図書室、の 5種に分け、各々の館・館種に対する期待度・

現状評価・満足度を 27 項目について比較・分析し、考察した。 

分析結果から、全ての図書館・室に共通して求められるサービス・機能として、「開館時

間」、「図書の充実」、「開館日」、「座席数」の拡充が挙げられる。 

 館・館種別には、上記共通項目以外では、附属図書館・人環・総人図書館双方に対して

「パソコン配置数」の拡充の要望が高い。両図書館内にあるメディアセンターサテライト

としての機能の充実にも期待されていることがわかる。 

文系図書館・室は全館・館種中、利用者の図書館に対する期待度は最も高かった。中で

も特に「図書の充実」への期待度が高い。また、来館型の図書館利用が多いためか、「開館

日」、「開館時間」、「複写機」、「座席数」の順に満足度が低く、拡充が望まれる。 

理系図書館・室では、満足度の低い項目が少なく、期待度の高い項目も少なかった。理

系、特に教員は、Web による非来館型の利用が日常的になってきていることが影響してい

るのかもしれない。また、「図書の充実」は、文系と比較して期待度も評価も低い。一方「雑

誌・電子ジャーナルの充実」については、文系に比較して期待度も評価も高い。文系と理

系の図書館･室で必要とされるサービス・機能の違いが、端的に表れている。 

「講習会」には注目すべき結果が出ている。今回の調査結果では、「講習会」は、認知度

は低いながらも満足度は最高であることから、受講した人は高い評価をつけていると判断

できる。今後は、効果的でわかりやすい広報に力を注ぐべきである。 

 

■期待度・現状評価・満足度（②利用者区分別） 

 この項では、さきの 27 項目について、「満足度」、「現状に対する評価」、「現状に対する

評価で N（わからない）と回答した人の割合（%）」、の 3側面から分析を行った。 

 「満足度」で学部学生・院生・留学生の満足度が低かったのが、「机・椅子の数が十分で

使いやすい」、「開館日が適切で利用しやすい」、「開館時間が適切で利用しやすい」などの

項目であった。学部学生・院生・留学生は、開館時間、開館日、座席数の増設を求めてい

る。開館時間の延長は、部局毎に利用規程が異なる現在の図書館・室にとって解決が難し

い問題とはいえ、その解決策の検討を始めなくてはならないであろう。 

 「雑誌、電子ジャーナル」については、院生・教員で満足度が低いことから、研究者レ

ベルの利用者からより一層の充実を求められていることが読み取れる。 

 一方、「現状に対する評価」ですべての区分の利用者から高い評価が得られたのが、「図

書館・室が便利な場所にある」、「図書館・室内が清潔である」、「図書館・室内は、快適で

居心地がよい」、「図書館・室内は安全である」などの施設・環境に関する項目、および「窓

口・館内での職員の対応が良い」であった。また、学部学生・院生の評価が低かったのが、

「机・椅子の数が十分で使いやすい」、「グループで利用できる場所が整っている」、「複写

機が適切に使いやすく配置されている」、「必要な機能を備えたパソコンが十分にある」な

ど施設・設備に関する項目であった。利用者は図書館・室に対して場所としての充実をさ

らに求めていることがわかる。改修などを機に、利用者の望む要素を備えた図書館・室と
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なるよう、その実現に向けて検討が必要である。 

 また、これらの結果から留学生に対する課題も見えてきた。まず言語の問題が大きいと

思われるが、外国人向けの広報やサービスが十分に行えていない実状が見える。「図書館・

室の配布物が容易に入手できる」、「図書館・室の配布物の内容がわかりやすい」、「図書館・

室がおこなう講習会が充実している」などの項目の満足度がやや低く、「クレームへの対応

が迅速・適切である」については、「N:わからない」と回答した人が最も多かった。 

 院生・教員と比較して学部学生・留学生の認知度が明らかに低いサービスとして、「図書・

複写物の取り寄せ」、「雑誌、電子ジャーナルの提供」、「データベースの提供」が挙がった。

広報が今後の課題である。 

 

■重視するサービス 

 回答者が重視する 3項目を集計・分析した結果、前項（2.9②利用者区分別）とほぼ同様

の結果が得られた。 

利用者が重視する項目は、全体では、「図書が十分に揃っている」、「雑誌、電子ジャーナ

ルが十分に揃っている」、「学習、研究に集中できる」、「開館時間が適切で利用しやすい」、

「図書館・室内は、快適で居心地がよい」の順となっており、利用者は図書館・室に対し

て、資料の充実と共に場としての充実を求めていることがわかる。特に、半数以上の回答

者が重視すると答えた「図書が十分に揃っている」、教員の半数以上が重視すると答えた「雑

誌、電子ジャーナルが十分に揃っている」については、今後図書館機構および図書館・室

で取り組むべき重点課題である。 

 利用者区分ごとの結果をみると、学部学生は学習の場としての図書館・室を重視してお

り、図書館・室に“滞在”する時間が長いことが推測できる。院生は、学習の場として期

待していると同時に、雑誌、電子ジャーナルなどの資料の充実も重視している。留学生は、

図書の充実、開館時間など来館利用の要素を重視している。教員は、情報の入手し易さ・

迅速さを重視しており、非来館型サービスへの要望が高い。 

文理別では、文系利用者が重視する項目は、「図書が十分に揃っている」、「学習、研究に

集中できる」、「開館時間が適切で利用しやすい」の順となっている。理系では、「図書が十

分に揃っている」、「雑誌、電子ジャーナルが十分に揃っている」となっており、理系の雑

誌、電子ジャーナルの重視度が高いことがわかる。 

利用者区分別文理別の結果から、学部学生では文理の差はあまりなく、文理の差があら

われるのは、院生・教員であることが確認できた。 

 

■自由記述 

 回答数の35%にあたる1,048 枚の自由記述欄に記載があり、1,642件の意見を収集した。 

得られた意見は、肯定的意見と否定的意見（改善要望・期待を含む）に区分し、内容によ

り「蔵書＆アクセス」、「共感・信頼・保証・応答性」、「有形性・場所」、「その他」の 4局

面に分類した。総じて自由記述以外の質問項目を補完する意味合いでの否定的意見（改善

要望や期待を含む）が多かったが、中でも突出して多かったのが、開館時間と施設・設備

に関する要望意見であった。蔵書構築、利用規則、蔵書の利用、広報に関する意見がそれ

に続いている。

 




