
 

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 

大 学 名 内容等 

釧路公立大学 ・OPAC からの予約、貸出期間延長を開始 

・学内者限定で Web（OPAC）からの図書購入依頼受付開始 

・ILL 複写依頼・貸借依頼の Web 化 

名寄市立大学 ・学習・教育支援－社会福祉分野のパスファインダーの作成、「聞蔵Ⅱビジュア

ル for Libraries」の導入、情報検索ガイダンスの充実、学内サイエンスカフェ

の実施、卒業論文の電子化、「メディカルオンライン」の 大利用契約数の検

討、蔵書構築指針の制定など 

・研究支援－国立情報学研究所の共用リポジトリサービスを利用したリポジト

リ構築の検討 

・図書館利用向上－利用向上対策として学科の専門に関連したマンガの導入、

選書ツアーの実施、学内行事や時節柄タイムリーな展示の実施、図書館 HP の

改革に関する検討、開館時間延長を目的とした職員増員の検討 

など 

札幌医科大学 ・全学年（医学６学年、保健医療学部３学科１２学年）に対する懇談会並び

にアンケート調査の実施 平成２３年７月～１２月 

・北海道内医療従事者への地域医療支援サービスに関するアンケートの実施

平成２３年９月～１１月 

札幌市立大学 ・ 新看護索引 Web 導入（平成 24 年 1 月） 

公立はこだて

未来大学 

・電子ブック，電子ジャーナルの拡充 

・学生と本が出会う場の環境整備（継続） 

青森県立保健

大学 

・青森県立図書館との連携、青森県立図書館の運搬車の搬送による現物貸借サー

ビスを開始（平成 23 年 4 月） 

岩手県立大学 （滝沢キャンパス） 

・「D1-Law.com」の導入（平成 23 年 4 月） 

・ラーニング・コモンズの導入について検討 

（宮古キャンパス） 

・震災に伴い、１年間のみ貸出期間・貸出冊数の拡大 

秋田県立大学 ・平日夜間および休日における無人開館（職員不在）の実施（大潟キャンパス）

福島県立医科

大学 

・福島県立図書館、福島大学附属図書館間での、蔵書の貸出・返却を主とする連

携サービス「ふくふくネット」について施行実施から約 1 年が経過し、正式に

締結式を行った。（平成 23 年 12 月） 

・大学院教育を医学部在学時から開始するＭＤ－ＰｈＤプログラムの開始に伴い、

ＭＤ－ＰｈＤプログラム参加学生については、時間外利用時において、開放エ

リアを教職員と同じとした。 

・電子ジャーナルアーカイブの充実 

 Oxford, LWW, Nature 

・原子力・放射能関係資料の充実 
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会津大学 ・IEEE-ASPP から IEEE-IEL へ移行し、アクセス数が大幅に増加した。 

・教育用備品更新の一環として、事典等の参考図書や全集、シリーズ図書の購入

を検討している。 

高崎経済大学 ・法人化に伴い、学外利用者の有料化 

・新規データベースの導入（TKC ローライブラリー） 

・教員・学生利用者アンケートの実施 

・ライブラリーニュースの発行 

群馬県立女子

大学 

・視聴覚室の一部を開放してグループ学習室として提供（試行） 

・シラバス本コーナーの設置 

・書架案内図、館内サインの更新 

群馬県立県民

健康科学大学 

・卒業生、修了生の利用促進に向けた図書館利用規程改正 

・群馬県地域共同リポジトリへの参画 

埼玉県立大学 ・テーマ展示コーナー設置（平成 23 年 6 月） 

・就職活動図書コーナー設置（平成 23 年 7 月） 

・系統別看護師国家試験問題+保健師国家試験問題 WEB 導入（平成 23 年 12 月） 

・リンクリゾルバ（360Link）導入（平成 24 年 1 月） 

・Cochrane Library 導入（平成 24 年 1 月） 

千葉県立保健

医療大学 

・新規データベース導入（聞蔵Ⅱビジュアル，Oxford Journals（平成 23 年 9 月

～），Wiley Online Library（平成 23 年 11 月～）） 

・ SpringerLink バックファイル購入（平成 24 年 1 月） 

・ CiNii 機関定額制利用開始（平成 23 年 8月～） 

・新規新聞購入開始（日本語 5紙，英語 3紙）（平成 23 年 8月～） 

・仁戸名キャンパス図書館にある看護図書を幕張キャンパス図書館へ移動開始

（平成 23 年 9月～） 

・開館時間延長（平成 23 年 4 月～） 

幕張：月 8:45～20:45，火～木 8:45～18:45，金 8:45～19:45 → 月金 8:45

～21:00，火～木 8:45～20:00，土 9:00～17:00   

仁戸名：月 9:15～17:30，火～金 9:15～19:00 → 月金 9:15～21:00，火～木

9:15～20:00，土 9:00～17:00 

・窓際閲覧席に夜間用卓上照明器具設置予定（幕張） 

産業技術大学

院大学 

・長期休業期間の開館時間の延長（隔週） 

平日 9:00～17：00→9:00～20:00 

土曜 休業→13:00～20:00 

神奈川県立保

健福祉大学 

・長期休業期間中の図書館の平日の開館時間を 2時間延長し、9:00~19:00 とした。

土曜は休館であったのを、9:00~17:00 の開館とした。 

横浜市立大学 ・卒業生サービス開始（平成 23 年 4 月）【八景キャンパス、福浦キャンパス】 

・多目的学習室の開設・整備（平成 23 年 4 月）【福浦キャンパス】 

・ゼミとのタイアップによる貴重書ミニ展覧会の実施（平成 23 年 4月～通年）【八

景キャンパス】 

・グループ学習室新設（平成 23 年 5 月）【八景キャンパス】 
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・ゼミとのタイアップによる市民講習会の実施（平成 23 年 11 月）【八景キャン

パス】 

・学生選書の実施（平成 23 年 11～12 月）【八景キャンパス】 

・時間外利用の対象者拡大（医学科 6年生・看護学科 4年生を追加）（平成 23

年 12 月）【福浦キャンパス】 

・新規電子ジャーナルの導入（平成 24 年 1 月）【八景キャンパス、福浦キャンパ

ス】 

・開館時間を一部延長予定（平成 24 年度）【福浦キャンパス】 

岐阜県立看護

大学 

・規程類の見直しを実施中 

・購入雑誌タイトルの見直しを実施中 

・館内配架を見直し、岐阜県関係図書コーナーの移動と既存書架の調整を実施中

・教養・娯楽雑誌のバックナンバーを学生自習室に移動（平成 24 年 1 月） 

・館内掲示物の見直しを実施中 

新潟県立看護

大学 

・図書館ホームページのトップページに簡易蔵書検索フィールドを設置 

・WebOPAC で学年別貸出ベスト 20 を表示 

・3月末に「新潟県立看護大学紀要」をリポジトリで創刊する予定。 

新潟県立大学 ・ EBSCO Academic Search Premier、聞蔵Ⅱビジュアル、新潟日報記事データベ

ースの導入（平成 23 年 4 月） 

・試験前土曜・日曜開館を実施 

・学生リクエストサービス開始 

・書架案内図、書架見出しの更新 

富山県立大学 ・朝日新聞データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」を利用開始（平成 23 年 10 月より）

石川県立大学 ・学科等研究プロジェクト事業「読書行動推進・研究プロジェクト（RBP）」を教

員・学生スタッフと共同し実施。 

 学生読書アンケートの実施 

 学生による作家、テーマ別展示（推薦の POP を作成し、２週間毎に実施） 

 教員推薦図書の展示 

 読書環境の整備（掲示板、ソファーの設置）など 

都留文科大学 ・新入生向け初年次学術情報リテラシー教育、図書館ガイダンスを充実させると

共に、図書館学担当教員との連携にて、クラス・ゼミ向けのリテラシー教育の

拡充を行っている。 

・既に実施している授業期の休日開館、試験期・卒業論文提出期間中の祝日開館

のほか、夏季休暇、冬季休暇中の集中講義期間について、開館時間を延長とし

た。   

・都留文科大学学術機関リポジトリー＝TRAIL を本格稼動した。 

・平成 23 年度小学校教科書、指導書等全教科、出版社全社を購入し、小学校国語

科教科書での紹介図書についての絵本・児童書を購入し、展示及び貸出を行な

っている。 

・図書館 2 階展示コーナー及び文庫・新書コーナーに、新たに『絵本・児童書コ

ーナー』を増設した。 
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・図書館 2 階オープンスペースの『ラーニング・コモンズ』スペース化に向け検

討を始めている。 

情報科学芸術

大学院大学 

・冬期休業中の開館日を２日増加 

岐阜薬科大学 ・版元講師による Sci Finder の利用講習会を開催した。（平成 23 年 10 月） 

愛知県立大学 ・図書館ボランティアの募集。12 名の学生が参加し、６月から書架の整理、図書

の補修、オープンキャンパスの手伝い、図書館展示作業等を行う。（長久手）

・図書館改善のためのアンケートの実施・分析 

・劣化マイクロフィルムの複製作業及びキャビネットの購入（長久手） 

・電子ジャーナルの導入 Elsevier 社 Science Direct の Subject Collection

（Nursing & Health Profession）（守山） 

愛知県立芸術

大学 

・共同図書環事業（旧戦略的大学連携支援事業「共同図書環（館）のネットワー

クシステムの構築と新たな教養教育プログラムの開発」）に引き続き参加した。

・本学で過去に行なった演奏会情報の目録化及び音源の電子化を行なった。また、

電子化された音源をストリーミング配信するシステムの構築を行なった。 

・契約データベースの利用者向け講習会を平成 23 年 5 月に開催した。 

名古屋市立大

学 

・リンクリゾルバ（SFX）の導入 

三重県立看護

大学 

・Cinii 機関定額制の利用開始 

・医中誌 web 同時アクセス数の増設 

・一般雑誌（7タイトル）の新規購入を開始 

・メディカルオンライン講習会を開催 

滋賀県立大学 ・レファレンス事例の蓄積、研究 

・情報処理授業における図書館ガイダンスの講義内容の変更 

・ブックポスト１台追加設置 

大阪府立大学 ・平成 23 年 4 月より開館時間を延長 

 授業のある平日 8:30～21:00  授業のない平日 9:00～19:00 

・パソコン貸出サービスの実施 

兵庫県立大学 ・学生就職支援の一環として企業研究等の利便性を考慮し、キャリア支援システ

ムの端末機を館内に設けた。【神戸ポートアイランド学術情報館】 

奈良県立大学 ・１年次生から３年次生の資料貸出冊数を５冊から１０冊に増加（試行） 

・情報リテラシー支援サービスの開始 

 教員の要望により、授業（９０分）において、「レポート作成のための資料・

情報の収集方法」と題してミニ説明会（３０分）を開催した。 

和歌山県立医科

大学図書館 

・図書館広報として「ツイッタ－」・「ブクログ」のサービスを開始した。 

県立広島大学 ・ラーニングコモンズ設置について検討中 

福山市立大学 ・電子ジャーナル導入（ProQuest 社 ABI/Inform Complete） 

・データベース導入（聞蔵Ⅱ，ヨミダス文書館，JapanKnowledge，エコロジーエ

クスプレス，D-1Law.com） 
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・福山市立女子短期大学附属図書館，福山市図書館，Webcat との横断検索サービ

スを開始 

・県立図書館の物流改善事業への参加による，相互貸借の無料提供サービス及び

同図書館資料のインターネット貸出サービスを開始 

・長期休業期間前後の特別貸出を実施（冊数，期間を拡大） 

・学外者への利用及び貸出サービスを開始（18 歳以上） 

・新聞チラシの持ち帰りコーナーを設置 

・学内電子掲示板での情報発信を開始 

・学生食堂に可動式掲示板を設置し，情報発信を開始 

・Twitter での情報発信を開始 

下関市立大学 ・試験期間中の土日のみ、1階学習室の開室時間を 3時間延長した。 

香川県立保健

医療大学 

・メディカルオンラインの導入 

・学生の図書館利用者カードの変更（23 年度新入生より） 

愛媛県立医療

技術大学 

・医学中央雑誌Ｗｅｂ版の学外者利用を開始（平成 23 年 7 月） 

高知県立大学 ・高知県立図書館と相互協力を検討中 

福岡女子大学 ・土曜日通年開館の実地（開館時間 9：00－17：00） 

福岡県立大学 ・グローバル ILL（OCLC 版）への参加 

・相互貸借借受資料の館外貸出の開始 

・オリエンテーションの拡大（3年生、院生も対象に） 

・データベース講習会の実施 

北九州市立大

学 

・H23 年 4 月から日・祝日開館を正式に開始しました。 

・図書館不要本のリサイクルコーナーを設置しました。 

・これまで図書館業務委託をしていましたが、直接雇用に切替中です。 

 H23→奉仕担当切替済 

 H24→目録担当切替予定 

大分県立看護

科学大学 

・1～3年生に対する文献複写受付開始（昨年度までは 4年生のみ受付）。 

・「図書購入リクエスト」（学部生対象）、メールでの受付開始。 

・学外利用者は視聴覚資料利用不可としていたが、館内でのみ利用可能とした。

・卒業生に対するサービス拡大（貸出冊数 3冊→5冊 24 年 4 月から実施予定）

・「図書館に関するアンケート（教員・院生対象）」実施（平成 23 年 10 月） 

長崎県立大学 ・オンラインデータベース ProQuest Historical Annual Reports（北米主要

企業年次報告書集成）を導入 （平成 24 年 1 月 両校） 

・「図書館利用案内」の改訂（両校） 

・学内後期試験終了後の 2月 15 日から 3月 10 日までの間、土曜日を除き、閉館

時刻を 20 時まで 3時間延長（シーボルト校） 

宮崎公立大学 ・学生への ILL 現物貸借サービスの実施（文献複写サービスは既に実施済み） 

・データベースの新規導入（ブリタニカ・オンライン・ジャパン、Web OYA-bunko、

宮日データベースサービス、法律判例文献情報） 

・CiNii 機関定額制に加入 
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・図書館ホームページの充実 

・図書館入口に返却ポストを設置 

沖縄県立芸術大

学 

・携帯電話版ＯＰＡＣのサービス開始（平成 23 年９月） 

・沖縄県図書館総合目録システム事業（県内図書館横断検索）へ参加（平成 23

年 10 月） 

沖縄県立看護

大学 

・指定図書コーナーの設置 

・１年次・助産推薦図書コーナーの設置 

・電子図書(Net Library)の利用開始 

・共同リポジトリ（琉球大学附属図書館構築の沖縄地域学リポジトリ）に参加 

名桜大学 ・図書館システムのリプレイスを検討中（平成 24 年度） 
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