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日本体育大学の概要 

 

                                                              1891年（明治24年）東京市牛込区に日高藤吉郎が 
                                                                   日本体育会を創立                 
                          1949年(昭和24年) 日本体育大学 に昇格 
                          ２０１３年（平成２５年）児童スポーツ教育学部設立        
            ２０１４年（平成２６年）保健医療学部設立 
              
                

               キャンパス：（世田谷区深沢 ・ 横浜青葉台） 
                        構   成：   ３学部７学科   専攻科 大学院 
                 学生数 :  ６,３３８ 人 
                                 図書館：  世田谷本館・健志台分館・保健医療学部 
                        図書館                   
             蔵書数：  ４８６，０００冊 
              
 
   
   

創始者 
日高藤吉郎 

オリエンテーション対象学生数（１年生） 

    体育学部        

            体育学科      ７４３人 

         健康学科      １９6人 

         武道学科      １４４人 

         社会体育学科     １９6人 

  

     児童スポーツ教育学部   ２０６人 

   保健医療学部         １８７人 

     大学院               ５８人 

 

１,２７９人 



オリエンテーション概要 

開催期間： ７月１５日(火）～７月１８日(金） ４日間 

         １回 ９０分 （全１１回開催） 

         自校史教育 「日体大の歴史」の中の 

                        日体伝統実習の期間中に開催 

                                                         

会   場：  世田谷キャンパス 大教室と図書館 

 

 スタッフ：  専任職員６名 PC相談員１名 業務委託６名 

         計１３名            

自校史教育（日体伝統実習） 

 荏原体育 

 集団行動  エッサッサ 

 花笠音頭 

出典：日本体育大学HP 

オリエンテーションの問題点 

 

 

 

 

自校史教育の授業枠オリエンテーション 

任意参加 

広報時期・広報戦略の問題 

人数の問題 

参加人数シュミレーション 



オリエンテーション広報資料 オリエンテーションのプログラム 

  大教室で図書館講義３０分 

 

  図書館内でパソコン実習３０分 

 

  図書館ツｱー３０分 

 

  大教室に戻りオリエンテーション終了 

プログラム内容 

☞ 講義            ☞ パソコン講習 
     図書館の利用方法             図書館PCの使い方 

     図書館サービス             大学のシステム説明 

     図書館の資料               メール作成・保存・送信 

     資料の探し方               複合機への印刷指示 

     図書の貸出・返却 

   著作権について 

 

☞ 図書館ツアー 

     図書館内の配置と利用方法 

         複合機の使い方 

オリエンテーション風景 

パソコン講習 

講義（大教室） 

図書館非常口から大教室を見る
右手の白い壁が防火扉 



参加人数 

 学   科、 対象者数  出席者数 欠席者数   比  率 

体育学科 743人 499人 244人 67.2% 

健康学科 196人 138人 58人 70.４％ 

武道学科 144人 72人 72人 50.5% 

社会体育学科 196人 166人 30人 84.7% 

 全    体 1,283人 876人 407人 68.3％ 

アンケートによる学生の声 

全体的な感想について 
 

 本の種類も多く、落ち着いた雰囲気でリラックスしたり、 勉強しやすい環境だと 

  思いました。これから利用したいと思いました。 

 圧倒的な本の量やDVDが鑑賞できるなど、図書館には様々な機能・利用方法がある   

  ことがわかり、とても勉強になった。将来は保健体育の教師になりたいので図書館を 

  利用し夢をかなえたい。 

 結構楽しかった。よく図書館が分かった。   

   
図書館パソコン講習について 

 

一度情報処理で教えてもらったことより分かりやすかったので、いろいろ再確認で 

     きてよかった。 

  

 パソコンについてもっと詳しいことを知りたくなった。    

PC講習について 

・PC設置場所の問題  

 

・学生の情報リテラシーの現状  

 

・「初学者教育」という観点  

なぜPC講習なのか？ 



世田谷本館  61台  

        （2階41台＋3階20台） 

 

健志台分館  38台  

 

合計  99台   

図書館PC状況 

世田谷本館2階 

・「一人一台」確保するために  

 

・不足分の発生  

PCの台数確保 

PC不足分の代替 



①図書館ホームページならびに  

学内ポータルシステム
（NICS@WEB） 

PC講習概要 

①図書館ホームページならびに学内ポータルシス
テム（NI C S @ W E B）  

日本体育大学図書館ホームページ 

ＮＩＣＳ＠Ｗｅｂから出来ること 

 

メールの送受信 

（Office365） 

NSSU Passport(n-pass) 

図書館のHomePage 
MyCARIN（貸出予約資料情
報） 

OPAC （資料検索） 
データベース検索 

Webフォルダ 

個人ファイルの保存 

Yahoo!Japan ・ Google 

パスワード変更 

パスワード変更 

②メール（OFFICE365）の使用 
 

・メールの基本的な使用方法  
 
・レポートを作成するために  
 
 

PC講習概要 



③ファイルの保存 

PC講習概要 

Webフォルダ 

 
作成したファイルをWebフォルダへ保存しま
す。 

インターネットに接続していれば、どこにいて
も参照、修正が出来ます。 

１ 

２ 

３ 

これまでは手作業での集計  
↓  

NSSU PASSPORT の使用により、  
大幅な労力の削減 

 

アンケート 

アンケート項目 



アンケート結果 

99 
74 

7 4 

104 

94 

13 5 

131 

98 

7 
1 

108 

116 

14 

1 
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

良くわかった わかった わからないところがある わからない 

4. 図書館のパソコンの利用について 

7月18日 

7月17日 

7月16日 

7月15日 

・学生の感覚＝スマホ＞PC 

 

・課題は身近な話題から  

 

・講習内容のレベル設定  

 

・具体的なゴールを明確にする  

 

・より良いネットワーク環境での開催  

今後の課題 

 

オリエンテーションの課題とまとめ 
 

課題と改善案（利用者対応） 

臨
時 パ

ソ
コ
ン 

ル
ー
ム 

 譲り合って

ご利用    

下さい！！ 

8：45～17：00     

OPEN 

○掲示とスタッフによる声掛け 

○パソコン利用希望者への対応 



  図書館ツアー 

課 題    改 善 案 

大人数での編成   ・少人数編成 

    ・スタッフの増員 

説明箇所が多い   説明箇所を厳選する 

課題と改善案（図書館ツアー） 

バーチャル図書館ツアー 

課題と改善案（パソコン） 

 パソコン教室の借用 

 

 タブレット端末の借用 

全120台（世田谷90台/健志台30台） 

世田谷（1教室 70台） 
健志台（2教室 各58台（116台）） 
保健医療学部（1教室 70台） 

成果 

○アンケート集計結果より 

○参加学生の出席率 68.3％ 

○カウンター担当者の実感 「初歩的な質問をする学生が減った。」 

84.8％ 

1. 図書館オリエンテーションに参加されたご感想は？ 

  7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 合計 比率 

大変良かった 88 104 121 95 408 46.6% 

良かった 65 86 84 100 335 38.2% 

普通 26 22 30 42 120 13.7% 

わからない 5 4 2 2 13 1.5% 

（合計） 184 216 237 239 876   

アンケート結果に対する取り組み 

 就職活動に使えるようなパソコンの講座を開催してほし
いです。（体育学科・男子） 

⇒2014年1月、学生支援センター・キャリア支援部門と
コラボレーションし、就職活動のためのパソコン講座を開
催しました。今後、このようなイベントを拡大・発展させ
ていく予定です。 

 目的の本をすぐに探せるタッチパネルのようなものを設
置してもらいたい。（体育学科・男子） 

⇒保健医療学部図書館ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝでは、OPAC検索の
実習を行いました。 



まとめ 

来年度開催に向けて 

 

教員との協力関係 

 

利用者教育の推進 

 

ご清聴ありがとうございました。 


