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令和３年度 川崎医科大学附属図書館利用者アンケート 集計結果 

 

◆概要 

調査期間  ：  令和 3（2021）年 10 月 4 日（月）～ 10 月 29 日（金） 

アンケート  ：  全 17 問 所要時間 約 5 分 （無記名式） 

調査対象  ：  川崎医科大学学生・医科大学教職員・来館者等 

回答方法  ：  ①Web フォームから回答 

回答方法  ：  ②アンケート用紙による回答（来館者） 

回答者数  ：  207 名 
 

 

 

 

 

 

◆集計結果 

 

1. あなたの身分を教えてください。（必須） 

 

2. あなたの学年を教えてください。［医科大学学生のみ］ 

 

  回答数 

Web フォーム 206 

アンケート用紙 1 

合計 207 
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3. 医大図書館をどのくらいの頻度で利用しますか？ 

 
 

4. ［設問 3 で①～⑤を選んだ方］ 

医大図書館を利用する目的を教えてください。（3 つまで） 

 

 

5. 医大図書館の滞在時間はどのくらいですか？ 
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6. ［設問 3 で⑥ほとんど利用しない（利用したことがない）を選んだ方］ 

医大図書館を利用しない理由は何ですか？（3 つまで） 

 

7. 医大図書館の Web サービス（OPAC、電子ジャーナル、データベース、マイライブラ 

リ、文献複写・図書貸借の申込、貸出延長等）をどのくらいの頻度で利用しますか？ 

 

8. ［設問 7 で①～④を選んだ方］どのような Web サービスを利用しますか？ 

（複数回答可） 
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9. ［設問 8 で④を選んだ方］データベースは何を利用しますか？（複数回答可） 

 

10. データベースの利用頻度はどのくらいですか？ 

 

 

11. 以下の各データベースにアクセスする場合の入口はどこですか？ 

（1） 医中誌 Web
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（2） メディカルオンライン 

 

 

（3） 今日の診療 

 

 

（4） PubMed 
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（5） Web of Science 

 

 

（6） Journal Citation Reports 

 

 

（7） Cochrane Library 
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（8） UpToDate 

 

 

12. 医大図書館の資料・Web サービスについて、満足度を教えてください。 

（1）図書・雑誌（電子ジャーナルを含む）の量   

 

 

（2）図書・雑誌（電子ジャーナルを含む）の質   
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（3）データベースの数 

 

 

（4）OPAC、マイライブラリ（資料の予約、貸出延長等） 

 

 

（5）マイライブラリからの図書の購入希望の使いやすさ 
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（6）医大図書館ホームページの見やすさ・使いやすさ 

 

（7）設問 12 の（1）～（6）に関して、ご意見・ご要望等ありましたらお書きください。 

 蔵書について 

・分野により新しい図書が少ない 

・古い書籍が多いように思うので、新しいものを増やして欲しいです。 

・福祉大学図書館所蔵の本について、医大図書館から貸し出しができるようになると嬉しい。 

 

電子ジャーナルについて 

・分野によると思うのですが、自分の専門分野で購読されている雑誌が少ない。 

・見えないものが多すぎる（図書館に文献依頼して紙でもらっても困る） 

・アクセスできる関連の Major な電子ジャーナルをもう少し増やしてほしい。 

・当該科で必須と考えている英文誌のほとんどが契約されていないため、文献入手のためのコストが高く

なり、結果としてシニアレジデントが open access journal ばかり引用する傾向が生じており、生涯教育上

問題ではないかと考えています。 

・福祉大の電子データを取り寄せる時に USB を持って福祉大までいかないといけないのが面倒なので、

可能であれば福祉大→医大図書館 OR 本人に、データ（メールでもよい）で送ってほしい 

 

 荷物について 

・荷物をもって図書館を利用できるようにしてほしいです。 

 

その他 

・以前，amazon のサイトで調べた図書が川崎学園関連の図書館に蔵書としてあるのかわかっていたので

大変便利であったが，最近はそれができなくなっており，不便を感じている．以前のように amazon のサイ

トと連携するようにしてほしい． 

・図書を購入する時，オンラインで見れるものを購入することができることを広く広報してほしい．図書館の

ホームページに「新規図書の購入方法について」のバナーなどがあり，説明があると良いと思った．

「UpToDate」が教員研究費で購入していたときは，お知らせのところに詳しく書いてあったので，

UpToDate を教員研究費で購入することを知ることができた． 
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・Medline やコクランライブラリー以外の医療用データベース（EMBASE など）が使用できるとシステマティッ

クレビューができて良い．高額であるので教員研究費で個人購入できるか，知りたいです． 

・コロナ流行時に医中誌に、外部からアクセス可能にして下さいましたが、ちょうどそのとき、科研費の申

請書を書く時期でしたので、とても助かりました。 

・開館予定が今までなら、図書館 HP のトップで確認できていたのに、ワンクリックして確認しないといけな

いのでたまに戸惑う   

 

13. 医大図書館入口の「ヒポクラテスの本棚」では、医学関連のテーマを設けて 

定期的に更新をし、図書館の所蔵資料を紹介しています。 

「ヒポクラテスの本棚」展示を見たことがありますか？ 

 

 

14. ［設問 13 で①～②を選んだ方］印象に残っている展示があれば教えてください。 

・毎回展示は印象的です。 

・毎回素晴らしい展示だと思います。 

・特に、、、が無くて申し訳ありませんが、拝見するたびに楽しく眺めさせていただいてます。ありがとうご

ざいます。 

・じっくり見たいが、人通りがあるので、中々じっくり見れない。時間がある時にまたじっくり見たい 

・絵本が展示されていて、医大図書館の絵本に興味をもち読んだところとても感動しました。 

・神経難病の展示 

・感染症 

・泌尿器科の永井教授の本 

・自教室が担当した展示 

・DNA とか PCR とかの歴史の展示 

・医学の歴史について 

・川﨑祐宣先生の歴史 

・忘れてしまいました 

・よく覚えていない 
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15. 新型コロナウイルス対策のため、医大図書館でもいろいろなサービス制限を行いました。不便だと感じたこ

とがありましたか？ 

 

16. ［設問 15 で①を選んだ方］特に不便と感じた点を教えてください。 

開館時間の変更について 

・利用時間が制限された点（意見多数） 

・開館時間が短い（意見多数） 

・閉館時間が 17 時になったこと（意見多数） 

・20 時まで開けてほしいです。（意見多数） 

・土曜日の利用時間が短い（意見多数） 

・開館時間の短縮で、利用したい時間に利用できませんでした 

・閉館時間が繰り上げられ、資料返却の時間の都合が付けづらかった。 

・本をかりにくくなった（意見多数） 

・利用時間が放課後を含め、授業時間とほぼ被っている為あまり利用できない 

・夜の対応。せめて秘書室同様 18 時までは開けていて欲しい。 

・緊急事態宣言が解除されたということもあり、図書館の利用時間を以前の様に 20:00 までに戻してほし

いです。 

・開館時間が 20：00 までじゃないのが残念。入り口に本日の閉館時間を示してくれているのはありがたい 

です。 

・開館時間が短く、行きたい時間に行けないことに少々不便さを感じた。 

・試験前など利用したいときに閉鎖されていた 

・普段であれば夜の 8 時まで開いているが、新型コロナの影響で、開館時間が夕方 5 時までとなっている

ところ 

・閉館の時間が早い点。（なぜなら、授業が終わった後はほとんどしまっている為、本を借りれないし、借り

れたとしても期日までに返せない可能性があるため借りづらい。また、自習目的で行ったとしても、閉館

時間が早いためまとまった時間が取れず、集中できないまま閉館時間が来るので、行く時間が無駄だと

思えてしまう。講義室も寮も校舎棟から離れていることも時間の無駄を感じさせる一因だとは思う。） 

・開館時間の制限が必要だったのかは少し疑問に感じました。図書館長をはじめ具体的な考えがあって

のこととは思いますが、周囲で疑問に思っている学生も多く、私自身もグループでの勉強場所が少ない
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中で、さらに勉強場所が減ってしまったと感じました。 

・仕方のないことだと思いますが、開館時間が短縮されて、平日の 17 時以降や土曜日の午後に使用でき

ないのは、少し不便に感じました。 

・図書館が 1 番勉強に集中できる空間なので、開館時間が短くなったのは辛かったです。 

・17 時に閉館するため、業務後の利用が出来ない点。 

・閉館時間が 17 時で、外来診療後の来訪ができない。 

・緊急事態宣言が出ていない間は通常通り利用させて欲しかったです。 

・利用時間の短縮、グループ学習室が使えなかったこと。 

 

施設の利用について 

・個室が使えない 

・会議室が使えないため、不便でした。 

・四年生が使ってはいけない時期があった。 

・実習に来ている学生さんの勉強場所として利用できなかったこと 

・開館時間が短くなったので、長居することができませんでした。 

 

その他 

・むしろ、医中誌を学外からでもアクセスできるようにして下さったり、利用者のことを考えて下さっていると

感じました。 

 

 

17. 医大図書館のサービスや施設・設備について、特に改善・充実すべき点がありましたらご記入ください。 

蔵書について 

・臨床の本棚に、基礎医学的な本があるので、少し本の分類を変えていただきたい。 

例えば、神経系の本棚に脳の断面アトラスや機能解剖学の本があったり、感染症の本棚に寄生虫学の

アトラスや人畜共通寄生虫症の本があったりと探すときに少しばかりわかりにくいので、先ほどの例で

は、解剖学や寄生虫学の本棚に入れてほしいと希望いたします。 

・参考書では新版が出ているものも多いので今以上のペースで入れ替えなどをしていただけると幸いで

す。 

・医福大に比べて文庫本があまりに少なすぎる。わざわざ本を借りに行くのに医福大まで行かなくては行

けないのが非常に不便である。もう少し充実して頂きたい。 

・現在、本棚の整理途中の段階のようで全てを把握しているわけではありませんが、医学関連以外の一

般書籍の数を増やして欲しいです。 

・新しい医学図書を積極的に取り入れて欲しい。 

 

電子ジャーナルについて 

・読めない論文がまあまああること．これはコストと引き換えなので難しいとは思います． 

・電子ジャーナルの契約数を増やす、あるいは医局の希望調査を定期的に行ってほしい 

・電子ジャーナルの検索が頭文字からの検索しかなく不便と感じる。 
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WiFi について 

・図書館内でも利用可能な wifi があると嬉しいです。（意見多数） 

・今の学生は Wi-Fi 下でないと勉強ができないように変わってきたため、図書館にも Wi-Fi 設備が必須で

あると思う。そのため、Wi-Fi 設備の検討をお願いします。 

 

開館時間の変更について 

・利用時間の延長（意見多数） 

・利用可能時間を他大のように長くして欲しい。 

・24 時間開館すべき 

・図書館でなくても良いが、学校のどこかに 24 時間利用できる自習スペースが欲しい。 

・以前のように非常事態宣言や蔓延防止が出てない時は 7 時、8 時まで図書館利用させて欲しい。 

・時間を元の 8 時に戻して欲しい。もしくはそれよりも長くしてほしい。 

・よければ開館時間を 20 時までに戻していただけると嬉しいです。（意見多数） 

・自習室を夜遅くまで使わせて欲しい。本の返却 BOX を一時的にでいいので MM 教室、または、１階に設

置して欲しい。 

・緊急事態宣言が解除されたら利用時間の延長について検討してもらいたい。 

 

施設利用について 

・図書館小講堂の収容人数制限（現在 20 名）について、換気などを改善して、30 名程度に増やしていた

だければありがたいです。 

・校舎棟の空調が付かないことにより快適に勉強できる場所がかなり限られています。6 年生は予備校の

動画講義などがとても重要になってくるため、図書館に Wi-Fi が完備されると本当に助かります。国家試

験、卒業試験に向けての重要な時期に劣悪な環境を強いられた学生のためにご検討よろしくお願いしま

す。 

 

手荷物とロッカーの利用について 

・荷物を持って入れるようにしてほしい 

・大きい荷物は必ずロッカーに入れる制度を無くして欲しい。 

・ロッカーに寄るのが大変なので、できればバッグの持ち込みを可能にしてほしいです。 

・ロッカーの鍵が引き抜きところがにくいあった（70 番）。ロッカーの内部にマットがあってほしい。鍵や金属

があたる音がするので利用する際に音を最小限にして細心の注意を払っている。医大の Wifi をつないで

ほしい。わからない事など聞いたら、いつも丁寧に教えて頂きありがとうございます。大変助かっていま

す。 

 

その他 

・いつも大変助かっています 

・ありません。職員の対応が良い。統制がとれている。職員教育がしっかりしている印象を持ちます。 

・いつも優しく、丁寧にご相談に乗っていただいております。大変助かります。今後ともよろしくお願いいた

します。 
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・川崎学園内で PDF ファイルとして入手できる依頼資料は PDF で届けて頂けると、スキャンして整理する

際のスキャンの手間が省けるので嬉しいです。 

・図書館に行かなくても ID 等で医中誌を使用できるようになると嬉しいです。 

・CDC を図書館外でも使えるようにしてほしい 

・予約した本の返却日を過ぎても返却されておらず借りれないということが続いた。利用者側の問題では

あるが、図書館側からも注意を促して頂きたい。 

・折角 web 申請システムがあるのに、紙媒体での決裁をしている点は改良できないものでしょうか。 

・医福大の図書を医大のカウンターから借りれるようにして欲しい。 

 


