
第３　平成２7年度　各大学図書館主要事業

４　図書館サービスの改善状況、あるいは改善のための検討中の事項について

No. 大学名 内容等

01 釧路公立大学 ・学術雑誌及びオンライン・データベースの見直し

02 名寄市立大学

・学習・教育支援－視聴覚資料の整備強化、第2回ビブリオバトル予選を学科ご
との予選から、曜日ごとに変更、4回）、第1回リユースフェア開催（5月）。
・研究支援－研究業績集の紀要への掲載形式の検討。
・図書館利用向上－選書ツアーの日程・募集方法・選書方針の検討、図書館だよ
りの内容・形式の検討、Facebookにおいて週替りで今週の本を紹介。
・その他－市民向け図書館ガイダンスの開催（開催時刻を変えて2回、8月）。
・検討中案件－新図書館建設に向けた図書館機能の検討。図書・雑誌の除籍・廃
棄に関する事項を検討（リポジトリに掲載されている、またはオープンアクセス
で見ることが出来る雑誌の廃棄に関してなど）。

03 札幌医科大学

・平成27年度北海道地域医療機関電子ジャーナル・コンソーシアム（Medical
Online　　　ほか）の実施（2015年４月）
・国外学術雑誌整備検討部会（教員6名）設置による次期国外学術雑誌整備整備
案の答　　　申（2015年7月）
・受益者負担によるElsevier社Pre-paid Transaction実施の決定（2016年4月実
施）

04 札幌市立大学 -

05 公立はこだて未来大学

・ディスカバリーサービスとリンクリゾルバーを導入（平成27年4月）
・学生が本と出会う場の環境整備（コースの本棚，教養系図書の充実）
・教員と連携して実施している新入生オリエンテーションや講習会等の充実
・情報ライブラリーホームページのリニューアル

06 青森県立保健大学 -

07 青森公立大学 -

08 岩手県立大学

・サイエンスダイレクトのＰＰＶ（ペイ・パー・ビュー）の利用開始（平成27年
4月）
・「岩手県立大学コアジャーナル」を厳選し、今後の図書購入費を確保（平成27
年9月）

09 宮城大学 ・機関リポジトリ（JAIRO Cloud）の導入　（平成28年2月末公開予定）

10 秋田県立大学

＜秋田キャンパス＞
・ノートパソコンの貸出開始（平成27年4月～）
・試験期間の開館時間延長（平成27年7～8月、平成28年1～2月）
　8:30～22:00→8:30～24:00 (19:00以降は無人開館)
・県内４大学共同利用キャンペーンによる蔵書交換展示(平成27年10～12月)
・ラーニングコモンズの設置（平成28年3月予定）
・図書館内に無線LAN（Wi-Fi）設置（平成28年3月予定）
＜本荘キャンパス＞
・授業期間の土日祝日の開館時間延長（平成27年４月～）
　9:00～19:00→9:00～21:00 (無人開館)

11 国際教養大学 -

12 秋田公立美術大学

・市内の国公立四大学連携協力協定に基づき学外利用者枠を拡大（平成27年8
月）
・ブラウジングコーナーに閲覧席を増設（平成27年12月）
・図書館資料収集方針および図書館資料選定基準の制定（平成27年12月）
・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス加入（平成28年1月）
・財産管理規程図書管理細則に基づく図書取扱基準の制定（平成28年3月）

13 山形県立保健医療大学 -
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第３　平成２7年度　各大学図書館主要事業

No. 大学名 内容等

14 山形県立米沢栄養大学 -

15 福島県立医科大学

・時間外利用時間の北閲覧室はこれまで教職員・大学院生のみ利用可能とし、試
験期間のみ座席数確保のため学部生に開放していたが、平成２７年４月より長期
休業期間を除いて開放することとした。
・電子ブック「メディカルオンラインE-book」平成２７年５月から導入。

16 会津大学 -

17 茨城県立医療大学 -

18 高崎経済大学 ・学部生の図書貸出冊数を７冊から１０冊に変更

19 群馬県立女子大学 -

20 群馬県立県民健康科学大学 ・電話による貸出期間延長サービスの受付時間延長（平成27年4月から）

21 前橋工科大学
平成28年度より授業実施期間中の平日の開館時間を延長。
（従来の9:00～21:30を、9:00～22:30へ延長）

22 埼玉県立大学

・レファレンスカウンターを設置（平成２７年６月）
・OPACに図書の貸出延長手続きが学外からもできる機能を追加（平成２７年８
月）
・閲覧席及びOPAC端末について、車椅子利用者の優先席を設置（平成２７年１０
月）
・タブレット端末を活用した利用者支援の実施

23 千葉県立保健医療大学 -

24 首都大学東京

・利用者アンケートの実施（本館）
・試験期間中の開館時間延長及び日曜開館の本格実施（日野館）
・リテラシー支援の拡充（荒川館）
・館内利用調査の実施（荒川館）

25 首都大学東京産業技術大学院大学 ・電子ブックの充実

26 神奈川県立保健福祉大学
・従来、教職員および大学院生のみ利用を認められていた個人ブースを学部学生
にも開放（平成27年4月～）
・カウンター業務委託を検討中。

27 横浜市立大学

・メインカウンター業務の委託化（平成27年４月）（金沢八景キャンパス）
・図書館システムの更新（平成28年３月）
・ウォークイン・ユーザーとしての学外者への電子資料提供（平成27年４月）
・教員・卒業生コーナー開設（平成27年７月）（金沢八景キャンパス）

28 新潟県立看護大学 -

29 新潟県立大学 -

30 長岡造形大学 -

31 富山県立大学

・本学附属図書館の閲覧規程を変更し、平成27年12月3日（木）より学生（工学
部、博士前期課程）の貸出制限冊数を5冊から10冊に変更。
・座席利用状況を把握するための定点観測を前年度より継続。
・図書館ホームページに「オトナの読書マラソン」を学内限定公開。
　教職員によるブログ風のブックレビュー。
・「図書活用学生表彰」の実施。
　貸出冊数の多い学生に粗品を贈呈する企画。これまでの「ベストリーダー賞」
の名称を変更し、継続。
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No. 大学名 内容等

32 石川県立看護大学

・国立情報学研究所のJAIRO Cloudを利用した、「石川県立看護大学学術リポジ
トリ」を平成27年4月から運用を開始した。
・学生が利用することができる、図書館の様々なサービスの認知度を把握するた
めに、図書館アンケートを実施した。

33 石川県立大学 -

34 金沢美術工芸大学 -

35 福井県立大学
・新刊コーナーの設置（H28.1）
・視聴覚コーナーを縮小し、書架を増設（H28.1～）

36 敦賀市立看護大学

・土曜日開館（13:00～17:00 / 学内者限定）を開始(平成27年10月～）
・データベース（CINAHL with Full Text）講習会の実施(平成27年10月)
・図書館サポーターによる、学生の図書館利用促進活動を開始（平成27年11月
～）
・学生向け文献･情報検索講習会の実施（平成27年12月）

37 山梨県立大学

・山梨県立大学図書館（飯田キャンパス）で開館時間延長
 ※1年間の試行延長を経て、平成27年4月より、正式に9:00～19:00から9:00～
21:30に延長した。
・平成28年度の観光人材育成コース新設に伴い、書架を増設し、観光関連資料を
別置
　（山梨県立大学図書館）
・山梨県立大学に関連する資料をまとめた「県大文庫」を新設
　（山梨県立大学図書館）

38 都留文科大学

1.3年生、4年生向けの情報リテラシー教育の再教育については、教員への周知
と、新3年生（新ゼミ生）に情報検索リーフレットを配布し、アンケート調査を
行った。
2. 新入生初心者向けのガイダンスプログラムは、従来のものに加えて、図書館
主体のものは敷居が高いという学生の意見を取り入れ、学生図書館サークル
（2014年冬発足）と協力して、スタンプラリーと学生の案内による図書館さんぽ
を行った。

39 岐阜県立看護大学

・学内LAN上でのOPAC画面からの貸出延長を開始（平成27年4月）
・学外者の身分証明書確認方法を見直し（平成27年4月）
・シラバス図書コーナー設置（平成27年6月）
・機関リポジトリの運用開始（平成27年6月）
・1階閲覧席に、学内者優先席の設置を試行（平成28年1～3月）

40 情報科学芸術大学院大学

・図書館Webサイトをリニューアル（平成27年7月）
・「図書館便り」を創刊（季刊）（平成27年9月）
・図書館運営方針を策定（平成27年10月）
・図書館アンケート調査の実施（平成27年11月）

41 岐阜薬科大学
・文献調査室の書架に、本学の特色ある蔵書（植物、薬草、和漢薬に関する図
書）を集約し配架予定。

42 静岡県立大学 図書館学習サポーターの設置（27年度試行）

43 静岡文化芸術大学
・開講期の平日開館時刻を繰り上げ [9:00 ⇒ 8:45]。
・学内試験期の平日閉館時刻を繰り下げ[20:00 ⇒ 21:00]

44 愛知県立大学
・電子書籍の利用開始
・学生が自由に話し合いながら共に学び合える場であるグループ学習コーナーを
整備・オープンさせた。（長久手キャンパス）
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No. 大学名 内容等

45 愛知県立芸術大学

・図書館利用規程の改正。貸出冊数、貸出期間等の変更、卒業生への貸出開始
（平成27年4月）
・機関リポジトリの公開（平成27年3月）
・国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービスへの参加（平成27年7月）
・過去の演奏会音源の電子化（平成23年度からの継続事業終了）

46 名古屋市立大学
・田辺通分館における無人開館の延長（17時から21時）
・病院と共同で（地域医療連携）登録医に対して、卒業生向けと同様のサービス
を開始（28年1月）

47 三重県立看護大学 ・機関リポジトリの公開（平成27年5月）

48 滋賀県立大学 ・授業期間中の開館時刻を9時から8時30分に早める。（平成27年6月1日から）

49 京都府立大学
・新図書館・文学部・新総合資料館合築棟（仮称）整備に伴い、新たな土日開館
や府民貸出等に係る諸課題の検討を進めている。

50 京都府立医科大学

・京都府立医科大学リポジトリ「橘井（きっせい）」公開
・ディスカバリーサービス「統合検索Mecke」提供開始
・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス開始
・シボレス認証導入
・デジタルアーカイブの充実（貴重書８点を古医書コレクション等全文アーカイ
ブに追加）
・図書企画展示を３回（「先生の本」「スポーツを支える医学」「脳を養う食生
活」）及び「図書のリユース市」実施

51 京都市立芸術大学 ・学生選書ツアーの継続実施（平成27年6月、12月）

52 大阪府立大学

・ラーニングコモンズの開室時間延長
    平成27年4月～　8:30～20:30
    平成28年4月～　8:30～21:00
・ラーニングコモンズ内に学習支援スタッフを配置（平成27年4月～）

53 大阪市立大学 ・平成28年度アカデミックコモンズの設置を計画中

54 兵庫県立大学 -

55 神戸市外国語大学

・授業期平日・月～木曜の閉館時間を21:10から21:20に延長した。
・ラーニングコモンズを、授業期に8:00に開室した。（従来は8:40）
・館内整理日の開館時間を17:00から12:00にくり上げた。
・図書館ホームページをリニューアルした。
・ブクロクの利用を開始した。

56 神戸市看護大学 -

57 奈良県立医科大学 ・開館時刻を8時45分から8時へ変更（8時～8時45分は無人開館）

58 奈良県立大学
・学内団体貸出サービスを開始（１０月）
　コモンズゼミへ団体貸出サービスを開始
（１コモンズに５０冊２カ月間の貸出サービスを提供）

59 和歌山県立医科大学 VPNルータの導入を検討中

60 公立鳥取環境大学 ・電子書籍購入について検討
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No. 大学名 内容等

61 島根県立大学

・「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス 」複写サービスの追加申請予
定（浜田）
・来館者を対象とした利用者アンケートの実施（浜田）
・学生を対象とした図書館利用アンケートの実施（出雲）

62 岡山県立大学

・新任教員、新規採用事務職員向けオリエンテーションの実施
・館長による新入生向け授業「大学で学ぶ（図書館の活用方法）」及び図書館ガ
イダンスの実施
・洋雑誌の購読タイトル見直し
・大学祭における図書館一般開放並びにリユース市の開催（平成27年11月）
・リンクリゾルバ（SFX）のバージョンアップ並びにデザイン変更
・スマートフォン版OPACの公開
・電子ジャーナル講習会の実施（平成28年1月）

63 新見公立大学
・学生図書委員会による図書館報「NewLibrary」のリニューアル
・学生の自習期間中の貸出冊数の上限引き上げ　10冊→15冊

64 県立広島大学

・月末図書整理日の開館化（H28実施予定）
・不要カウンターを撤去し，学習机と論文コーナーとしての再利用（庄原）
・各種コーナー（学生選書，倉田百三，論文資料，後援会，新書，国際交流，生
命科学科選書，環境科学科選書，共通教育選書）の新設（庄原）
・ブックカバーフィルムの貼付（一部新着本のみ）（庄原）
・貸出中表示（本の情報を含む）の実施（一部新着本のみ）（庄原）

65 広島市立大学 -

66 尾道市立大学 ・視聴覚室を新設（平成27年4月）

67 福山市立大学

・国立国会図書館によるデジタル化資料送信サービスに参加
・夜間開館時の学生アルバイト雇用を開始
・契約データベースの利用講習会を実施
・購読雑誌の見直しのための教員意向調査を実施
・大学院開設に伴い，院生向けの図書館利用ガイダンスの実施を開始

68 山口県立大学 -

69 下関市立大学 ・話題性に特化した書架の整備、増設

70 香川県立保健医療大 -

71 愛媛県立医療技術大学

・学外者の平日夜間、土曜日の利用開始（平成27年4月）
・密封容器の飲み物に限り利用許可（平成27年7月）
・閲覧席の一部に間仕切りを設置（平成27年7月）
・書架前にスツールを設置（平成27年8月）
・「医中誌」「JDream3」のアクセス可能場所を学内すべてに拡大（平成27年9
月）

72 高知工科大学 -

73 高知県立大学

・開館開始時間を9時から8時30分に早め、永国寺図書館においては併設する夜間
の短期大学である高知短期大学の授業がない日は開館時間が19時までであった
が、高知短期大学の授業のあるなしにかかわらず平日21時までの開館とした。
（平成27年4月）
・リンクリゾルバの導入（平成27年4月）
・機関リポジトリ（JAIRO Cloud）の運用開始（平成27年7月）
・電子ジャーナル（Westlaw Japan）の拡充（平成27年10月）

74 九州歯科大学 -
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75 福岡女子大学 ・ラーニング・コモンズの活性化に向け、運用方針等を検討しています。

76 福岡県立大学 -

77 北九州市立大学 ・平成２８年度ラーニングコモンズ開設に伴う運用案検討

78 大分県立看護科学大学

・検索端末横に電気スタンド（３台）を設置（平成27年4月）

・電子書籍Maruzen eBook Library導入（平成27年10月）

・教職課程（養護教諭）開始に伴い養護教諭図書コーナーを設置（平成27年11

月）
・図書選書基準を作成（平成27年12月）

・1階閲覧室照明にLEDを導入（平成27年12月）

79 長崎県立大学 ・学生の図書館利用に関するアンケート調査の実施 （佐世保校）

80 熊本県立大学  ・機関リポジトリの公開準備（平成28年3月公開予定）

81 宮崎県立看護大学 -

82 宮崎公立大学
・学生のILLサービス費用の一部無料化を本格運用中（平成27年4月～）
・館内での密閉容器による水分補給を一部のエリアで許可（平成27年4月）

83 沖縄県立芸術大学 -

84 沖縄県立看護大学
・図書館図書管理にかかる図書管理形態を「バ－コ－ド」より「ＩＣタグ」への
変更を実施中。

85 名桜大学 -
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