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01.

よりよい図書館サービスを目指します！

特集

2021 年 9 月 21 日〜 10 月 15 日に図書館利用満足度調査を実施しました。
今回の特集では、アンケート結果といただいたご意見に対する各館の取り組みについてご報告いたします。 図書館
内のみではなく、Scomb や Web からも学部学科を問わず 1,752 件とたいへん多くの方にご回答いただきました。
豊洲図書館の拡張計画に伴い、
充実させてほしい施設・設備
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･ オンライン授業の増加に伴
い、個室で会話可能なブー
スを複数設置してほしい。
･ Zoom面接などを行える部
屋、完全防音で適度な広さ
と明るさ、背景に何も無い
空間が欲しい。
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Ａ: 必要な資料が図書館にあるか

図書館ホームページ以外のすべて
の項目で4ポイントを上回り、総合評
価は4.19と昨年より1.2ポイント上
がりました。

A

男女別では女子はすべての項目に

B おいて、男子より高いポイントをつ

けています。特に留学生の女子から
は、総合評価4.27と高い評価をい
ただきました。

Ｂ: 資料検索（図書館システム）

「個室増設」の要望がもっとも多く、
「カフェスタイル机・椅子」
に対する要望も多く寄せられました。

Ｃ: 図書館ホームページ
Ｄ: 図書館員の窓口対応
Ｅ: 図書館施設、設備
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男女ともに
「研究室展示」
、
女子は
「おすめ本の紹介」
への関心が高い結果となりました。

参加してみたい図書館イベント

C

今後もみなさんの学習サポートに
繋がるよう努めてまいります。

図書館利用満足度調査にご協力いただきありがとうございました。
各館の取り組み
▲豊洲図書館

･ There are not so many textbooks for
speciﬁc ﬁeld of study such as
Computer Science. As the number of
foreign students are increasing, it
would be nice to increase the number
of those textbooks too.
➡洋書は増やしていく方針です。
いつでもどこでも読める電子ブックも含
め充実させてまいります。

【参考】本学洋書データ（3 館合計）
蔵書：30,232 冊 年間受入：644 冊
私工大懇話会加盟図書館
洋書年間受入：482 冊（平均）
本学の年間受入冊数は、私工大懇話会加
盟図書館の中で 2 番目に多いです。

みなさんの声にお応えしました！

▲大宮図書館

･ 2021年の「CNN English Express」を入
荷していただけると、たいへんうれしいで
す。
➡一般雑誌コーナー

（PCコーナー付 近）

にございます。
ほかにも語学雑誌
が複数誌ございま
す。ぜひご活用ください。

･ いちど個室を離れて飲み物を買いに行くと、
離席の手続きをしなければならないのが
不便。
館内に自動販売機があったらうれしいです。
➡持ち込み可の飲料

（蓋が閉まるマイボト
ルやペットボトル）で

ご対応ください。

▲芝浦図書館

･ 参考文献はJ-Stageで探している。
➡海外文献を探すツールも充実を図ってい
ます。

･ 入口で本を特集展示してくださるものがい
つも楽しみです。
普段自分では気に留めない本だったりする
と、図書館に来てよかったなと思えます。
学科に関わるものだけでなく、司書のみ
なさんの視点で選んでいただけると楽しい
です。
➡先輩のおすすめ本や、文学賞受賞作の
紹介に加え、各種展示を増やします。み
なさんからのおすすめ本も募集しており
ます。
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02. 企画展
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豊洲

学生が読んでいる本を展示！

貸出が多い本やリクエストされた本を、新
聞コーナー横にて展示中。
図書館にある魅力的な本を紹介している、
学生スタッフのコメントにも大注目です。
普段は手に取らないような新しい本と出会
える機会かもしれません。ぜひ参考にして
みてください。

大宮

コロナ禍中で就職戦線を勝ち抜い
た学生の体験記をご紹介。
最新の就職関連図書や新聞データ
ベースなど、就職活動にも図書館
のサービスをぜひご活用ください！

04. 図書館 Best5

化学系 洋書 貸出ベスト5（2020 年 4 月 1 日〜 2021 年 9 月 30 日）
Study Guide & Student Solutions Manual : Organic Chemistry
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03. 図書館 news

芝浦

芝浦図書館ならではの
雑誌をご紹介します！

館内入口横の雑誌コーナーには、豊洲・大
宮にはない雑誌が各種ございます。
学生のみなさんによく利用されているの
は、
「デザイン学研究」
「流行色」です。
そのほか「CAR GRAPHIC」
「ブレーン」や、
「芸術工学会誌」
「日本色彩学会誌」などの
学会誌も充実しています。バックナンバー
も置いていますのでお気軽にご覧ください。

情報科学 洋書 貸出ベスト5（2020 年 4 月 1 日〜 2021 年 9 月 30 日）
MATLAB : A Practical Introduction to Programming and Problem Solving
MATLAB 実践入門

Database Systems : The Complete Book

マクマリー有機化学問題の解き方

データベースシステム

Guide to Fluorine NMR for Organic Chemists

Reinforcement Learning : An Introduction

Organic Electrochemistry

The Invisible Computer :

有機化学者のためのフッ素 NMR ガイド
有機電気化学

Electrochemical Methods : Fundamentals and Applications
電気化学的方法：基礎と応用

Organic Chemistry

ウェイド有機化学
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強化学習

Why Good Products Can Fail, the Personal Computer Is So Complex,
and Information Appliances Are the Solution
インビジブルコンピュータ : PC から情報アプライアンスへ

Data Science : Concepts and Practice − 2nd ed.

データサイエンス

