
第３　平成２６年度　各大学図書館主要事業

３　図書館用機器類の設置状況について

No. 大学名 内容等

01 釧路公立大学
・視聴覚コーナー　モニター等の更新
・グループ学習室　モニター等の更新

02 名寄市立大学 ・カウンター用パソコンの一部入れ替え

03 札幌医科大学 -

04 札幌市立大学 -

05 公立はこだて未来大学
・情報ライブラリーの活動についての情報発信を行うため、デジタルサイネージ
を導入（平成26年4月）

06 青森県立保健大学

・図書館システムの更新（京セラ丸善システムインテグレーション　CARIN-i
平成27年1月）
・自動貸出装置の更新（平成27年1月）
・リンクリゾルバー（LinkSource）とディスカバリーサービス（EBSCO
Discovery Service）の導入（平成27年1月）

07 青森公立大学 -

08 岩手県立大学 ７月、平成27年３月）

09 宮城大学

・図書館システム更新（H26年9月　リコーLIMEDIO　windows版⇒web版）
・除湿機4台の更新（太白キャンパス　H27年3月予定）
・日仏交流文化プロジェクトの一環として、国際センターと共同でAV閲覧室にメ
ディアテークを整備。それに伴い、展示用プロジェクタ、大型スクリーン等のAV
機器を設置（大和キャンパス　H27年3月予定）

10 秋田県立大学 ・情報検索用パソコンの買い替え　大潟キャンパス２台（平成26年8月）

11 国際教養大学 -

12 秋田公立美術大学 -

13 山形県立保健医療大学 -

14 福島県立医科大学 -

15 会津大学 -

16 茨城県立医療大学 -

17 高崎経済大学 ・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス導入にともない、ＰＣ２台増設。

18 群馬県立女子大学 -

19 群馬県立県民健康科学大学 -

20 前橋工科大学 -

21 埼玉県立大学 -

22 千葉県立保健医療大学 ・電算システムが更新され、新しいパソコンが配付される。（平成26年3月）

23 首都大学東京
・図書館システムの更新（平成２７年３月、富士通iLiswaveJ）
・利用者用端末の増設（荒川館）（平成２７年３月）
・貸出用ノートPC10台の設置（荒川館）（平成２６年１０月）

24 首都大学東京産業技術大学院大学 -
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25 神奈川県立保健福祉大学 -

26 横浜市立大学
・情報教育実習室等のパソコン及びプリンタの更新、台数追加（八景キャンパ
ス、福浦キャンパス）
・利用者向けの貸出用端末の台数追加（八景キャンパス、福浦キャンパス）

27 新潟県立看護大学 ・ 図書館管理システム機器更新

28 新潟県立大学 -

29 長岡造形大学 -

30 富山県立大学
・館内に無線LANアンテナ2台の増設。
・後援会の助成金により学習コーナーにホワイトボード8台を設置。
・AV製作室の使用していない古い機器を廃棄。

31 石川県立看護大学 -

32 石川県立大学 -

33 金沢美術工芸大学 -

34 福井県立大学
電子ジャーナル閲覧用パソコン更新（福井キャンパス:4台・小浜キャンパス:1
台）

35 山梨県立大学
・図書館システムのリプレイス
・学生用パソコンの入替え（山梨県立大学図書館）
・学生用パソコンの入替え・増設（山梨県立大学看護図書館）

36 都留文科大学
1.1階保存エリアに電動集密書架増設に対応し、除湿器を設置した。
2.図書無断持ち出し防止装置および入退館装置の、リニューアル設置を行った。
3.文庫用低書架を増設した。

37 岐阜県立看護大学 -

38 情報科学芸術大学院大学
・利用者用PCを２台設置
　※このうち１台で講座「図書館長が選ぶ今週の一冊」の過去の映像が視聴でき
る

39 岐阜薬科大学 -

40 静岡県立大学 -

41 静岡文化芸術大学
・学生証、教職員証および学外利用者カードを、磁気ストライプ式からICカード
に変更。それに伴い必要な機器更新および対応化工事を実施。

42 愛知県立大学 -

43 愛知県立芸術大学
・個人用学習席の設置（12席）
・映像視聴スペースの増設（2席）、AV機器の一部更新（BDプレーヤー導入な
ど）

44 名古屋市立大学

 ・利用者用PCの入れ替えを順次行っている。（平成27年2月）
　　　図書館　　　　　　 52台
　　　総合情報センター　170台
・無線LANを各キャンパスの図書館に設置する（平成27年3月）

45 三重県立看護大学 -

46 滋賀県立大学 ・図書館システムLimedioの更新（平成27年3月）

47 京都府立大学 -
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48 京都府立医科大学
・図書館システムを更新し、京都府内3館で共通のシステムを使用、ディカバ
リーサービスを導入予定。

49 京都市立芸術大学

・入退館ゲートの更新（平成26年９月）
・図書館情報システムの更新（平成27年２月）
・書庫の除湿器の入れ替え（平成27年３月予定）
・検索コーナー増設（平成27年２月）
・AVコーナーモニター入れ替え（平成27年２月）

50 大阪府立大学 貸出パソコン用ロッカーの設置（平成27年4月より運用開始）

51 大阪市立大学
・OPAC用端末更新　24台
・ラーニングコモンズPC更新　24台

52 兵庫県立大学 -

53 神戸市外国語大学
・学生用パソコンの更新（平成26年9月）
・貸出用ノートパソコンを10台配置（平成26年10月）

54 神戸市看護大学 -

55 奈良県立医科大学 ・UHF帯ICタグ対応セキュリティーゲート及び自動貸出機の設置

56 奈良県立大学
・奈良県立大学地域創造データベース用のサーバ、及び閲覧用ノートパソコン３
台の設置（１０月）

57 和歌山県立医大
●図書館システムのリプレイス（平成２６年１２月　リコ－ＬＩＭＥＤＩＯ）
●入退館管理システム及び磁気式無断持ち出しシステムリプレイス
（平成２７年３月　　ＩＤＥＣ）

58 鳥取環境大学 -

59 島根県立大学 ラーニング・コモンズの什器入替、ホワイトボード設置（浜田）

60 岡山県立大学
・開架書架の増設
・入退館システムの新設
・研究閲覧室（個室）のPC更新

61 新見公立大学
・平成26年度から、図書無断持ち出し防止のため図書館入口に電子ゲートを導
入。
資料管理に役立っている。

62 県立広島大学 ・ラーニングコモンズに電子黒板を設置（庄原キャンパス）

63 広島市立大学 ・図書館システムのリプレイス

64 尾道市立大学 ・カラープリンター設置

65 福山市立大学
・ガイダンス用iPad50台を整備
・カウンターに防犯ブザーを設置予定

66 山口県立大学 ・拡大読書器を1台設置。

67 下関市立大学 -

68 香川県立保健医療大 -

69 愛媛県立医療技術大学
・防犯カメラの設置（平成26年8月）
・ＷｉＦｉアクセスポイントの設置（平成27年3月予定）
・貸出用ノートパソコン2台を追加配置（平成27年3月予定）
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70 高知工科大学 -

71 高知県立大学
図書情報システムを高知工科大学と統合するための作業を実施した。（リコー
LIMEDIO；平成２７年３月末予定）

72 九州歯科大学 -

73 福岡女子大

・無線ＬＡＮ設置（平成26年4月）
・入退館ゲート設置（平成26年4月）
・ブックディテクションシステム（タトルテープ）の導入（平成26年4月）
・ＰＣコーナー（10台/平成26年4月）

74 福岡県立大学 -

75 北九州市立大学 ・自動貸出機入替

76 大分県立看護科学大学 -

77 長崎県立大学
・ プリンター（インターネットコーナー）３台の更新（佐世保校）
・ コピー機（３台）の更新（佐世保校）

78 熊本県立大学 -

79 宮崎県立看護大学 -

80 宮崎公立大学 -

81 沖縄県立芸術大学 -

82 沖縄県立看護大学 -

83 名桜大学 -
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