
2019年度大阪大学附属図書館利用者アンケート 

質問１：所属をひとつだけ選んでください。 

□文学部/研究科 □人間科学部/研究科 □外国語学部 □法学部/研究科 □経済学部/研究科

□理学部/研究科 □医学部/医学系研究科 □歯学部/研究科 □薬学部/研究科 □工学部/研究科

□基礎工学部/研究科 □言語文化研究科 □国際公共政策研究科 □情報科学研究科

□生命機能研究科 □高等司法研究科 □連合小児発達学研究科

□その他（具体的に記入してください）（    ） 

質問２：学年・身分をひとつだけ選んでください。 

□学部 1年 □学部 2年 □学部 3年 □学部 4年 □学部 5年 □学部 6年

□M1 □M2 □D1 □D2 □D3 □D4 □D5 □法科院 1年 □法科院 2年 □法科院 3年

□教員 □研究員 □職員 □その他（具体的に記入してください）（ ） 

質問３：あなたが最もよく使う図書館をひとつだけ選んでください。あまり利用しない方も、利用する可能性の 

ある図書館を選んでください。  ※質問４～６はここで選んだ図書館について回答してください。 

□総合図書館 □生命科学図書館 □理工学図書館 □外国学図書館

□その他の図書室・資料室 （名称： ） 

□図書館は利用したことがない（利用しない理由： ） 

質問４：質問３で選んだ図書館を利用する目的を教えてください。（あてはまるもの全てを選んでください。） 

□個人で学習・研究  □グループで学習・研究  □資料の館内利用 □新聞の利用 □資料のコピー

□資料の貸出・返却 □資料の取り寄せ依頼・受取 □調査・相談サービスの利用  □パソコンの利用

□プリンタの利用 □無線 LANの利用 □時間つぶし

□その他（具体的に： ） 

質問５：質問３で選んだ図書館の利用頻度と 1日あたりの平均滞在時間を教えてください。 

授業・試験期間中 

【利用頻度】 □週 5日以上 □週に 3~4日 □週に 1~2日 □試験やレポートがある時だけ 

□この期間はほとんど利用しない

【滞在時間】 □30分以内 □1時間程度 □2~3時間程度 □4時間以上 

長期休暇中 

【利用頻度】 □週 5日以上 □週に 3~4日 □週に 1~2日 □試験やレポートがある時だけ 

□この期間はほとんど利用しない

【滞在時間】 □30分以内 □1時間程度 □2~3時間程度 □4時間以上 

質問６：質問３で選んだ図書館の開館日数と開館時間についてお尋ねします。 

１）図書館の開館日数について

  1 とても満足  2 満足  3 どちらでもない 4 不満  5 とても不満 

4または 5の方はその理由も選択してください。（複数可） 

□休館日が多い

□いつが休館日なのかわかりにくい

□平日以外にもっと開館してほしい

□その他：

附属図書館へのニーズを把握するため、学生・教職員の皆様を対象に、アンケート調査を実施します。 

主に、「本学学生にとっての図書館開館時間」について、ぜひご意見をお聞かせください。 

※附属図書館 4館（総合図、生命図、理工学図、外国学図）についての調査結果は、図書館 Webサイトで報告する予定です。

それ以外の図書室・資料室に関するご意見は、運営担当の研究科へ参考情報として提供させていただきます。
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２）図書館の開館時間について

授業期間中の平日：

1 とても満足  2 満足  3 どちらでもない 4 不満  5 とても不満 

4または 5の方はその理由も選択してください。（複数可） 

□朝もっと早くから開館してほしい（    時から） 

□夜もっと遅くまで開館してほしい（    時まで） 

□試験期に延長してほしい（  時から   時まで） 

□その他：

  授業期間中の土日： 

1 とても満足  2 満足  3 どちらでもない 4 不満  5 とても不満 

4または 5の方はその理由も選択してください。（複数可） 

□朝もっと早くから開館してほしい（    時から） 

□夜もっと遅くまで開館してほしい（    時まで） 

□試験期に延長してほしい（  時から   時まで） 

□その他：

長期休暇中（平日・土日問わず）： 

1 とても満足  2 満足  3 どちらでもない 4 不満  5 とても不満 

4または 5の方はその理由も選択してください。（複数可） 

□朝もっと早くから開館してほしい（    時から） 

□夜もっと遅くまで開館してほしい（    時まで） 

□その他：

質問７：総合図書館グローバル・コモンズでは試験前・試験期間中に 24時間開館を実施しています。 

ご存知でしたか？ 

□知っている（利用経験あり） □知っている（利用経験なし） □知らなかった

質問８：総合図書館グローバル・コモンズでの 24時間開館について、実施回数として望ましいと思うものを 

ひとつだけ選んでください。 

□年 2回（夏学期と冬学期＝現状どおり）

□年 4回（春・夏・秋・冬の各学期）

□実施しなくてよい

□その他：

質問９：その他、図書館のサービスや資料整備、施設などについて、ご意見をお聞かせください。 

＊＊＊＊＊ ご協力 ありがとうございました ＊＊＊＊＊ 
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Q1： Which department do you belong to? (select one) 

□Letters □Human Sciences □Foreign Studies □Law/Law and Politics □Economics □Science

□Medicine  □Dentistry  □Pharmaceutical Sciences  □Engineering  □Engineering Science

□Language and Culture □OSIPP □Information Science and Technology □Frontier Biosciences

□Law School □United Graduate School of Child Development

□Other (please specify) (   ) 

Q2： What is your status? 

□B1 □B2 □B3 □B4 □B5 □B6

□M1 □M2 □D1 □D2 □D3 □D4 □D5

□1st year (Law School) □2nd year (Law School) □3rd year (Law School)

□Faculty □Researcher □Staff □Other (please specify) ( ) 

Q3： Which library do you use most? Even if you rarely use libraries, please select one that you have 

used (or will use) most.  ※Q4-Q6 are about the library you choose here. 

□Main Library □Life Sciences Library □Science and Engineering Library

□International Studies Library

□Other libraries or reference rooms (Library’s name：    ) 

□I don’t use any library (because： ) 

Q4： What are the purposes of using the library that you chose in Q3? (select all that apply) 

□To study or research individually  □To study or research in a group

□To use materials in the library □To read newspapers □To photocopy materials

□To check out or return materials □To request/ receive materials

□To use reference or learning support service

□To use a computer □To use a printer □To use Wireless LAN □To pass time

□Other (please specify： ) 

Q5： How often do you use the library that you chose in Q3 and how long do you spend there 

on average?  

During class and exam periods 

【How often】 □5 days or more per week □3 or 4 days per week □1 or 2 days per week 

□Only when I have exams or writing assignments

□I rarely use the library during these periods

【How long】 □less than 30 minutes □about 1 hour □2-3 hours □more than 4 hours 

During breaks 

【How often】 □5 days or more per week □3 or 4 days per week □1 or 2 days per week 

□Only when I have exams or writing assignments

□I rarely use the library during these periods

【How long】 □less than 30 minutes □about 1 hour □2-3 hours □more than 4 hours 

Osaka University Library conducts a survey to understand students’ and faculty’ needs for the library. 

Please let us hear your opinions, mainly on “library hours for students” of Osaka University. 

※On the library website, we will disclose the results related to the four libraries (Main Library, Life Sciences Library,

Science and Engineering Library, International Studies Library).

Your opinions on other libraries and reference rooms will be shared with the departments that operate them.
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Q6： This question is about days and hours open of the library chosen in Q3. 

1) As for the number of days the library is open

1 Very satisfied  2 Satisfied  3 Neutral 4 Unsatisfied  5 Very unsatisfied 

If you choose 4 or 5, please select the reason. (select all that apply) 

□The library is closed too often.

□It is hard to get information on when the library is closed.

□The library should be open more on weekends and holidays.

□Other： ( ) 

2) As for the opening hours

Weekdays during class periods：

1 Very satisfied  2 Satisfied  3 Neutral 4 Unsatisfied  5 Very unsatisfied 

If you choose 4 or 5, please select the reason. (select all that apply) 

□The library should be open earlier in the morning (from   a.m.) 

□The library should be open later in the night (until p.m.)

□The opening hours should be extended during exam periods（from a.m. until p.m.）

□Other： ( )

Weekends during class periods： 

1 Very satisfied  2 Satisfied  3 Neutral 4 Unsatisfied  5 Very unsatisfied 

If you choose 4 or 5, please select the reason. (select all that apply) 

□The library should be open earlier in the morning (from   a.m.) 

□The library should be open later in the night (until p.m.)

□The library hours should be extended during exam periods (from a.m. until p.m.）

□Other： ( )

During breaks (both weekdays and weekends)： 

1 Very satisfied  2 Satisfied  3 Neutral 4 Unsatisfied  5 Very unsatisfied 

If you choose 4 or 5, please select the reason. (select all that apply) 

□The library should be open earlier in the morning (from   a.m.) 

□The library should be open later in the night (until p.m.)

□Other： (                                                    ) 

Q7： Global Commons in Main Library is open for 24 hours during exam periods. Did you know that? 

□I knew (and I have used) □I knew (but I have NOT used) □I didn’t know

Q8： How many times should Main Library offer such a period where Global Commons is open for 

24 hours? 

□Twice a year (Summer and Winter terms = the status quo)

□4 times a year (Spring, Summer, Fall, and Winter terms)

□No need to offer such a period

□Other： ( ) 

Q9： Please write any other comments about library services, materials and facilities. 

********** Thank you for you cooperation ********** 
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