
2020年12月

１．開館時間について

意見・要望 図書館からの回答

　土日の開館時間を長くしてほしい。平日と同じにして
ほしい。

　１限が8時40分から始まるので，図書館が8時30分
開館ではギリギリになってしまう。開館時間をもう30分
早めてほしい。

　試験期間中には22時以降も利用できるようにしてほ
しい。

　常三島も蔵本のように深夜まで自習できる環境が
ほしい。

　開館時間は今のままでいいので，時間外利用は24
時間利用できるようにしてほしい。

２．貸出について

意見・要望 図書館からの回答

　大学院生だけではなくB4などの卒業研究学生も20
冊借りられるようにしてほしい。

　現在行われている「貸出冊数・延長回数を増やす試
行」について，貸出冊数を10冊に増やすことは便利な
ので採用してほしい。また，延長回数は2回だと同じ
人がずっと借り続けてしまい，予約を入れたとしても
中々次の人に回らなくなってしまうので1回で良いので
はないかと思う。

　貸出機を増やして欲しい。

　本の貸し出し設備を時間外でも使えるようにしてもら
えると嬉しい。

　webで本を予約をする際に，現在は本館にある本は
分館でしか受け取れないが，本館にある本も本館で
（分館も同様に）受け取りができるようにしてほしい。

徳島大学附属図書館アンケート結果　＜意見・要望について＞

　ご希望の本が別の方へ貸出中の場合はwebにて予約
していただくと，返却された後にご希望のキャンパスで貸
出手続きができます。また，他のキャンパス内図書館の
本はwebにて取寄せをお申込みいただきますと，ご自身
のキャンパス内図書館へ本が到着した後に貸出できま

　開館時間延長のご要望は以前から頂いており，昨今の
遠隔授業をはじめとする学習形態の多様化も考慮し，引
き続き検討します。一方で，開館時間の延長には光熱費
や人件費等の増額が必要となりますが，アンケート結果
を見ますと，現状での開館時間に満足している割合が学
部学生93%，大学院生90%であることから，更なる拡張の
費用対効果も含めて検討します。

　本館の時間外特別利用制度（要申請）は，1階ホールの
み，常三島地区の教職員及び大学院生を対象としてい
ます。また，分館では蔵本地区の構成員を対象に24時ま
での同利用制度があり，資料を利用できます。なお，分
館では過去には教職員及び大学院生を対象に24時間利
用可能としていたこともありますが，キャンパス全体の方
針と合わせて現在は24時までの利用となっています。
　これらの時間外特別利用に関して拡大のご要望を以前
から幾度か頂いていますが，ニーズの詳細を情報収集し
見直しを検討します。

　本館では通常5冊，期間2週間の貸出が可能ですが，
学部の最終年次生（要申請）は30日間借りることができ
ます。また，書庫の資料は教職員及び大学院生の場合
20冊，30日間の貸出が可能です。分館では通常5冊（学
外者は3冊），期間2週間の貸出を行っています。
　なお貸出に関するご要望は以前から頂くことがあり，改
善策を検討した結果，今年度は学内者を対象に10月か
ら2月末までの期間，貸出冊数を10冊に，延長を2回まで
増やす試行を行っています。皆様のご意見や利用状況を
見て，試行期間終了後の貸出条件について決定します。
　また，現在借りている本に，他の方の予約が入った場
合は，予約が優先となり貸出の延長はできません。

　貸出機は本館，分館に各1台ありますが，カウンターで
も手続きができますのでご利用ください。また，貸出機で
は厚みのある本のIDが読み取れなかったり，延滞による
貸出停止者へエラー原因の確認等ができない等のトラブ
ルが発生する場合がありますので，現在は通常開館中
のみ運用しています。
　なお，今後もコロナ禍等，場合によっては図書館サービ
スが限定されることも予想されますので，対面によらない
貸出方法も検討します。



　自宅から通学しているため，学校にあまり行かない
長期休み中等は，貸し出しや返却が頻繁に行えな
い。長期休業期間にも，コロナによる閉館中に行われ
たような本の配送サービスが，有料でも構わないので
継続されれば嬉しい。

　新蔵地区への貸出（返却）配送サービスなども検討
いただければありがたい。

　本を読みたいけど，何を読むか迷うことがよくあるの
で，大学生におすすめの本コーナーのようなものを大
きく作ってくれたら嬉しい。

　館内には教員推薦コメントを付けたMｙ
recommendationsや，本館では学生サークルのライブラ
リー・ワークショップによる本の展示や広報誌発行，分館
では学生の推薦コメントを付けた「これ読んでみんで」の
書架展示を行っていますので，ぜひご利用ください。ま
た，図書館ホームページでも紹介を掲載していますので
ご覧ください。

　図書館を利用している人とのささやかな交流がした
い(例・おすすめの本をコメントカードに自由に記載で
きるようにし，順次掲示する)。
本の福袋(図書館スタッフやその他学生等が独自の
テーマに沿って本を選び，中身の見えない袋に入れ，
その袋ごと貸し出す)のような，イベント要素のある貸
し出しを行ったら楽しそうだと思う。

　遠隔授業等により人の交流の機会が少なくなっていま
すので，同様のご意見もあるかもしれません。図書館とし
ても，感染症対策を取った上で実現できる方法を検討さ
せていただきます。

　西書庫の来春までの貸し出し無制限がコロナの影
響で利用できなくなるのか気になっている。開館再開
後，西書庫の図書の貸し出し期間を設けてほしい。

　本館西書庫は11月から2月までの期間，改修工事を行
いますので，工事が始まる前に長期間の特別貸出を行
いました。工事期間中でも工事に影響しない書架の本は
貸出可能な場合がありますので，カウンターまでご相談く
ださい。

　学外者の貸出冊数見直しや貸出延長手続き簡便化
をしてほしい。

　学外の方もより快適に当館をご利用いただけるよう，貸
出サービスについて検討します。

３．資料（図書，雑誌等）について

意見・要望 図書館からの回答

　各分野の概説書・啓蒙書は最新のものを置いてほ
しい。

　基礎知識の本だけでなくコアな専門書もたくさん置
いてほしい。

　就職活動に向けた本，TOEIC公式問題集，大学の
教授が推薦するような講義に活用できる参考書をお
いてほしい。

　図書館はその大学の知の集合地なのだから，とに
かく良書を体系的に入れてほしい。

　留学生として，バイリンガルな小説を置いたら，本当
によかった。外国語を学ぶのに便利で，自分の読書
能力を広げることができる。

　最近話題の小説をもっと増やしてほしい。

　蔵本地区でも文系書籍の充実のために，常三島の
様な文庫本コーナーの充実が必要である。理系の学
生だからこそ文系書籍の必要性もあるのではない
か。

す。返却はどちらの図書館でも可能です。
　なお，閲覧室に並んでいる貸出されていない本は，他
の方が館内で閲覧される場合もありますので，同じキャ
ンパスの方を対象とした取り置きは行っていません。
　また，コロナ禍による学生の登校禁止期間には，郵送
貸出サービスを行い，好評でした。長期休業期間にもこ
のサービスを導入するご提案をありがとうございます。今
後のニーズも調査の上，検討させていただきます。
　新蔵地区への貸出配送につきましては，ご本人受領確
認等のトラブルを避けるため現在のところ実施しておりま
せんが，緊急時には別途対応可能な場合がありますの
で図書館までご相談ください。

　図書に関するご意見をたくさんいただき，ありがとうござ
いました。今後の選書において参考にさせていただきま
す。
　なお，学生を対象に購入リクエストサービスも年間を通
じて受け付けていますので，webから又は図書館カウン
ターへお申込みください。なお，リクエストしていただいた
本は優先して貸出可能です。
　また，蔵本分館の資料整備については，図書費が限ら
れていることから，生命科学系図書館として最新の専門
書を揃えることを第一にしておりますが，併せて教養とし
て大切な文系資料についても，引き続き整備を図りま
す。



　本のリクエスト状況がどうなっているか教えて欲しい 　学生用図書の購入リスエストは，年間を通じて図書館
ホームページの「マイライブラリ」から受け付けています。
受付時と貸出の準備ができた時に図書館からお知らせ
のメールをお送りしています。また，電子書籍のwebサイ
トから試読し，図書館へリクエスト送信することができるも
のもありますのでご利用ください。

　電子書籍を増やしてほしい，コロナ渦で読むのにお
すすめな本を教えてほしい。

　電子書籍を図書館のマイページの書籍検索から
VPN経由で徳島大学を選択して閲覧を行おうとしたが
できなかった。やり方がわからなかったため諦めた。
電子書籍の閲覧方法のガイドが欲しいと感じた。

　研究大学を標榜する以上，講読している電子ジャー
ナルを減らさないようにして欲しい　wiley復活させて
ほしい。

　電子ジャーナルの契約について，他大学と連携して
取り組むことを切に希望する。

　Web of Science使える様にしてほしい。 　Web of Scienceは本学の電子ジャーナル等経費縮減
のために契約を中止していますが，論文の被引用数は
類似のデータベースであるScopusで検索できますのでご
利用ください。また，インパクトファクターはほとんどの場
合は各ジャーナルのホームページに掲載されていますの
で，ご参照ください。

　医中誌は学認対応してほしい 　医中誌の現在の契約では同時アクセス4人まで，複数
キャンパス利用となっています。VPNや学認などによるリ
モートアクセス契約は含んでいません。契約を追加する
場合は年間33万円の追加料金が必要となりますが，電
子ジャーナル全体の効率的な維持のために経費節減が
必要ですので，ご理解ください。

　学外からも論文が読めるようにしてほしい 　多くの電子書籍や電子ジャーナル，データベースは，自
宅等からVPN接続や「学認」認証により利用できます。
VPNや学認のID，パスワードは学内ネットワークからの
申請により情報センターから発行されます。
　なお，利用できるコンテンツや設定方法等は図書館
ホームページに掲載していますのでご覧ください。
「電子ジャーナル・電子書籍・データベースのリモートアク
セスについて」
https://www.lib.tokushima-u.ac.jp/guide/remote.html

　Pubmedが使えなくて，非常に困っている。論文検索
と資料の利用ができないのは，今の時期本当に困
る。

　PubMedは無料公開されていますので，どこからでも検
索できまますが，ご意見の趣旨は検索結果で表示された
論文リストから，論文本文を表示できないという意味だと
思われます。
　PubMedから電子ジャーナル本文へのリンクは，学内で
検索した場合には契約中の電子ジャーナルへリンクされ
ますが，学外で検索した場合には無料のものしか表示さ
れません。この場合はVPN接続にするか，個別に論文の
ジャーナルホームページを開いて学認認証で読めるかど
うかご確認いただく必要があります。

　図書館でも電子書籍の充実を図っているところですが，
新着資料や貸出の多い本は図書館ホームページの
OPAC検索の後に表示されますのでご参照ください。
　また，自宅から電子書籍をご利用いただく場合は，VPN
接続，「学認」IDでのログイン，の方法があります（出版社
によって表示される画面が少し異なります）。この度，マ
ニュアルを作成し，ホームページへ置きましたのでご活
用ください。

　電子ジャーナルの価格が高騰を続ける中で維持が難し
くなっていますが，JUSTICEという大学コンソーシアムに
参加して各出版社との価格交渉を進めています。また，
附属図書館運営委員会では，各部局委員等により，本
学の研究基盤として大切な電子ジャーナルを効率的に
維持できるよう，検討を続けています。



４．PC，ネットワークについて

意見・要望 図書館からの回答

　PCのスペックを高くしてほしい。空いた時間に図書
館のPCで作業しようと思っても，起動や読み込みに
作業時間の殆どが費やされてしまう。データ容量の大
きなパワーポイントファイル等は実用に耐えない。
低スペックで数だけ揃えるのではなく，どんな作業で
も快適に利用できる高スペックなものを。現状，PCを
所有していない人のための間に合わせみたいになっ
ているので，そうじゃなくて，個人所有の安価PCでは
できないような重い作業をするための設備を目指して
ほしい。
蔵書においては，個人では買えない高価な本を優先
していると思うので，PCも同じ方向でお願いしたい。

　パソコンの起動や動作が遅いことがあるので，そこ
はスムーズにできる位のスペックにしてほしいです。

　オンライン講義に使用できるパソコンと個人空間。
spssは研究で使用するので，誰でも使えるよう入れて
おいていただきたい。

　館内全体に安定したWi-Fi環境を整えて欲しい。Wi-
Fi環境が悪い箇所の整備をしてほしい。

　現在のWiFiは弱すぎて使い物にならない。

　本館3階の東閲覧室の読書スペースでは大学の無
線LANへの接続状況が悪い時が多々あるので，改善
していただきたい。

　学内立ち入り禁止に伴い，図書館も立ち入り禁止と
なった事で，学内専用通信でしか行えない事(ムード
ルを用いた講義の課題等)が講義外の時間でできなく
なり，また年度始めに申請していたVPNの期限が切
れ，新たにVPN申請を行いたかったがそれすらも叶わ
なくて，非常に困った。

　VPNの有効期限が切れた後の再申請手続きが，学
内からしかできないので，BCPが高い場合でも図書館
でできるようにしてほしい。

　登校停止期間中は，自宅からでは見たい論文を全
文読めず，大学にも入れず，とても困った。新型コロ
ナウイルスの感染制御のため致し方ないこととは思う
が，学外でも論文を読めるようになると嬉しい。

　家からでも電子書籍を読めるようにしてほしい

　充電しながら自分のパソコンを使えるように，コンセ
ントを増やして欲しい。

　PCの充電をしながら使える机，自習スペースに電源
が欲しい

　学外者も申請すればインターネットを使用できるよう
にしてほしい。

　大学のセキュリティ方針により，学外者向けの無線LAN
サービスは提供しておりませんので，ご理解ください。
　なお，図書館内に備え付けているパソコンは，学外者
の方も文献データベース等を利用目的とされる場合には
2時間までの利用が可能です。

　本館15ヶ所，分館13ヶ所の無線LANアクセスポイントに
より館内のほぼ全域（書庫を除く）で利用可能ですが，書
架など障害物の影響や，利用が集中して通信速度が低
下することもあります。
　大学のBYOD化の方針や，遠隔授業を図書館内で受講
する場合等のためにも，今後改善を図りたいと思いま
す。また，利用者の方からも，いつ，どこで繋がらないと
いう具体的な情報提供をお願いします。

　現在，本館には55台，分館には40台の利用者用デスク
トップパソコンをリース契約により設置していますが，平
成29年3月のリース開始から4年近く経過しており，利用
内容によっては性能が追いついていない場合もありま
す。また，学内の保存先フォルダとのファイルやり取りの
場合にも，ネットワーク等の問題もあり時間が掛かる場
合があるようです。
　リース契約終了まであと2年ほど現状でお使いいただく
ことになり，ご不便をおかけしますがご了承ください。なお
次期更新の際には，ご要望に沿うよう検討します。

　大学のセキュリティ対策のため，VPNアカウントは6ヵ
月，無線LANは１年間の有効期限があります。また，情
報センターへの申請及び更新手続きは学内ネットワーク
からしかできませんのでご了承ください。なお，BYOD化
や遠隔授業対応のために，他に改善の余地がありました
ら対応します。

　ほとんどの電子書籍や電子ジャーナルは，「VPN」接続
や「学認」による認証方法により，学外からも利用できま
す。「VPN」や「学認」には情報センターが発行するID，パ
スワードが必要で有効期限もありますので，情報セン
ターホームページをご確認ください。

　大学のBYOD化に伴い，図書館でも館内でパソコンやタ
ブレット等の充電は認めていますので，近くのコンセント
をご利用ください。また，本館，分館ともにコンセントを備
え付けた閲覧机もありますのでご利用ください。延長コー
ドが必要な場合はカウンターにて貸出可能ですのでお知
らせください。
　また，コンセントの増設も計画中ですので，順次整備し
ます。



５．施設・設備について

意見・要望 図書館からの回答

　もっと自習スペースを拡張してほしい

　個室の自習スペースがもっとほしい。

　防音の個室がほしい。

　２階にある自習スペースとは違う，オンラインで講義
を受けることができるような，マイクとカメラが付いた
防音設備の整った個室がほしい。

　オンライン講義の発表ができるスペース（声を出して
発表できるところがない）

　勉強できるスペース。特に仕切りのある勉強スペー
スを作ってほしい。

　今はコロナ対策で仕方ないのかもしれないが，全体
的に使用できる座席数を増やしてほしい。1人1テーブ
ルは厳しい。

　長時間座っても腰への負担が少ない椅子がほし
い。

　グループワークができる個別の部屋をもっと増やし
てほしい

　More rooms for group meeting or individual
research project.

　室内温度を適温にしてほしい（夏は暑い，冬は寒
い）

　時間外利用でも，冷暖房が使えるようにしてほしい。
夏はとくに暑すぎて苦しい。

　図書室入館カードは不要にして欲しい。（もう，廃止
しているようならすみません）

　利用者の動向を把握するために，従前より入館時に，
学内者は職員証又は学生証，学外者は図書館利用証に
より認証を行っています。

　カラーができる複写機がほしい。

　パソコンから直接USBを介さず印刷できるコピー機
がほしい。

　無料で使える印刷機がほしい。

　飲食･私語共に可能なスペース(友人等と自習しに
行った時にリフレッシュできるスペース)や，軽食(ホッ
トスナック的な)が買える自販機と，ゴミ箱を置いてほ
しい。

　カフェテリアスペースにパンやお菓子などの食べ物
も買える自販機を置いてほしい。

　ドリンクスペースがほしい。

　自習スペースでの飲み物持ち込みを許可してほし
い。夏はとても喉が渇くし，飲み物を飲むと気分転換
になるので。

　固い椅子だけでなく，ソファーなどのゆったりとでき
るスペースが欲しい。

　分館の付近の木に膨大な数の鳥が夕方から夜にか
けて密集していてとてもうるさく，勉強に支障をきたす
ときもあるのでこの問題を解決してほしい。

　蔵本キャンパスではムクドリの大群による被害に困って
いましたが，11月に樹木の伐採が行われた後は，現在の
ところ飛来していないようです。

　現在は感染症対策として席数を半減してご利用いただ
いており，ご不便をおかけしております。引き続き入館状
況や，今後の感染拡大状況を見ながら，制限緩和が可
能と判断される場合は閲覧席数を順次戻していく予定で
す。
　また，本館では2階西閲覧室の机を仕切り付きに更新
ました。その他，本分館ともに可動式のアクリルパーティ
ションを数か所設置しています。
　会話を伴う遠隔授業においては，学内に適した場所が
少なく，図書館内にもマイクやカメラ，防音設備の整った
個室が今後は必要であると思われますので，将来計画
において検討します。

　グループ学習のためのスペースの拡張につきまして
は，将来計画として検討します。

　空調期間や設定温度は基本的には大学の節電方針に
より定められていますが，異常気象等も考慮して図書館
では，気温と湿度を計測し，警戒値に達した場合は大学
で定める期間外であっても，空調を入れて運用しており
ます。
　しかし，場所によって，或いは個人差により感じ方も異
なる場合がありますので，不快と思われる時にはカウン
ターまでお知らせください。

　館内には大学生協の協力によりコピー機を設置してお
り，パソコンからの出力の際にもUSBメモリを介して印刷
していただいています。現在設置しているものはモノクロ
印刷のみとなりますが，カラー機能の付いたコピー機へ
の更新については，大学生協へ問い合わせましたがラン
ニングコストの面で厳しい状況であるとの回答をいただき
ました。ご不便をおかけしますがご了承ください。

　本館のカフェテリアや分館のリフレッシュコーナーは，
飲食，会話可能な場所ですが，現在は感染症対策のた
め席数制限（分館は利用休止）を行っており，ご不便をお
かけしています。今回のアンケートでは休憩場所に関す
るご要望が多数あり，必要性を改めて感じておりますの
で，状況を見ながら，安全性を確認の上，安心してご利
用いただけるように取り組みます。
　なお，館内全体（パソコンのある場所を除く）ではペット
ボトルのようにキャップを締められる飲み物は許可してい
ますので，水分補給等にご利用ください。
　また，本分館ともに飲み物の自販機を設置しています
が，次期契約更新の際には軽食の自販機についても検
討します。



　蔵本図書館の臭いがとても気になる。書籍の臭い
は仕方ないとは思うが，ほこりや絨毯にしみついた臭
いが原因のものもあるのではないか。また，本に前に
借りた人の控えが挟まっていることがある。返却時に
確認していただくか，紙が無駄だと思うので，控えの
発行の有無を選べるようにしてほしい。

　館内の換気扇や空気清浄機により適宜換気等行って
いますが，気になる場所がありましたらカウンターまでお
知らせください。
　また返却時には本に挟み込みや書き込み等無いか確
認していますが，お気付きの場合はお知らせください。

６．コロナ禍について

意見・要望 図書館からの回答

　本学でコロナ患者が出たり，全国でも感染者が増え
ていることから，何かしらの対策（開館時間の短縮や
閉館日時の減少など）も必要だが，オンライン講義の
後に対面講義がある時は通常開館してほしい。実験
が17時前に終わった後に図書館へ寄ったら閉館の音
楽が鳴っていて，使用できないことが非常に悲しかっ
た。

　図書館の学習スペースは学生にとって非常に貴重
で有意義な活動を行える場所である。コロナ感染リス
クも非常に少ないため，通常どおり開館してほしい。

　研究してる人だけ利用可能とかにしてほしい。

　昨今のコロナ禍により図書館に行き図書を利用する
ことができていない。自宅で本を選択し受け取り日時
を指定して，大学のどこかで受け取ることができるよう
にしてほしい。

　附属図書館ホームページなどに，「本日は開館（閉
館）です」といった情報を公開してほしい。突然休館に
なると，利用しようとしていたのに入れなくて残念だっ
た。

　コロナのため，学外者の利用する時間が短くあまり
利用できていない

　現在のところ座席数制限等の措置を取っており，学内
者にとっても十分な学習環境とは言えない状況です。座
席確保の観点から，学外の方のご利用は１時間以内に
制限させていただいておりますが，ご理解とご協力をお
願いします。

　図書館のコロナ対策は行われているが，利用者の
中に消毒液を使わない人がいる。

　入館時のマスク着用義務に強く違和感を覚える。人
との接触が避けられない一階は致し方ないが，大前
提として密でも無く会話厳禁でもある自習室の利用者
に義務化させているのは，体裁を気にしすぎているだ
けの過剰対策だと非常に思う。

　体温計の正確さが怪しい

　既にあるかもしれませんが，本をきれいにする（消
毒する）設備がほしい。(徳島市立図書館にあるような
もの）

7．その他について

意見・要望 図書館からの回答

　複数の学生同士の会話が近くの席で行われている
時がある。注意してほしい。

　館内は会話可能なエリアと不可のエリアを区分けして
いますが，守られていない場合や，気になることがありま
したらカウンターまでお知らせください。

　大学のBCPレベルに応じて，図書館では可能な限り
サービスを継続しておりますが，やむを得ず開館時間短
縮や臨時休館，席数半減等の措置を取る場合があり，ご
不便をおかけしますがご了承ください。なお，図書館で
は，遠隔授業受講の場としてご利用いただいたり，また，
登校禁止期間中には本を借りに来られない方のために，
郵送貸出サービスや複写物郵送サービスを初めて行
い，ご好評いただきました。その他，閉館中であっても
”学部等で研究活動が認められている方”については，
感染症対策をとった上で図書館をご利用いただきまし
た。
　なお，閉館又は開館時間短縮等の場合には，できるだ
け早く図書館ホームページ又は図書館SNSで広報できる
よう努めます。

　図書館では感染防止対策として，①入館時の体温検知
システム（マスク検知付き）設置，②本の除菌装置設置，
③消毒アルコールの設置，④３密を避けた座席配置，⑤
館内放送による注意呼びかけ等の感染症対策を行って
います。利用者の皆様がお互いに安心して利用できるよ
う，ご協力をお願いします。
　また，体温検知システムは，多少誤差が生じる場合も
ありますが，非接触型で短時間に測定できるメリットがあ
るため採用しています。
　消毒用アルコールは，館内複数個所に設置するととも
に，毎朝職員によりドアノブやキーボード等の館内消毒
を行っています。



　図書館所有の文献においてもコピーをお願いした
い。外部に文献（論文）を依頼する場合には，コピーを
いただけますが，学内に論文がある場合には，自分
でコピーすることになるため。

　ご自身のキャンパス内図書館で所蔵している文献につ
いては，お手数ですがご自身での複写をお願いいたしま
す。

　学外文献の費用が高いと思う。紙媒体でなくPDFな
どのファイルで頂きたい。

　学外文献は各大学が諸経費等を勘案して料金設定す
るため，高めになります。特に海外からの文献は郵送や
手数がかかるため，国内より高くなります。また，入手し
た文献は紙で提供することが条件になっていますので，
ご了承ください。

　閉館時間１５分前からかかる音楽がうるさい。 　毎日ご利用いただいている方には煩わしく感じることも
あるかと思いますが，利用者の方が時間内に貸出手続
きや作業を終えられるよう，15分前には閉館の音楽を流
してお知らせしています。

　改修前に比べて非常に利用しやすくなりました。で
すが，資料の増加に伴いスペース不足が心配です。
豪雨時の1階浸水対策も含めて，増築や別館新設も
必要かと思います。1階のブラウジングコーナーを充
実できないかと感じます。駐輪スペースを活用するこ
とで，カフェスペース，外部空間との接続，雑誌類の
増加，売店・ギャラリースペースの併設，などはどうで
しょうか。工学部正門や駐車場に近いこともあり，一
般利用も促進できれば，大学と市民との接点を増や
すきっかけにもなります。

　ご意見ありがとうございます。将来計画の参考にさせて
いただきます。

　駐車スペースがないという印象のため，気軽に利用
しづらい。

　図書館専用の駐車場はありませんので，公共交通機
関をご利用ください。

　職場ではSNSを確認していないので，何らかのメー
ル配信を希望します

　図書館からのお知らせは図書館ホームページや公式
SNSの他に，必要に応じて学部等を通じてメール送信を
しています。また、本の予約や文献申込など個別に申し
込まれたものについてはその都度メールまたは電話にて
お知らせしています。
　今回のアンケート結果では広報について十分とは言え
ない部分も見受けられましたので，今後広報の方法につ
いても検討します。


