
第３　平成２６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 -

02 名寄市立大学

・学習・教育支援－視聴覚資料の整備強化、情報検索ガイダンスの開催形態につ
いて（1年前期・後期基礎ゼミで開催）、情報検索ガイダンス向上のためのアン
ケート調査、第4回サイエンスカフェを大学祭で一般公開（FD委員会と共催）、
第1回ビブリオバトル決戦大会を大学祭で開催（決戦大会は一般公開・各学科ご
との学内予選会4回）、図書館運営委員の授業科目についてパスファインダーを
教員と共に作成し、学外実習目前の学生に周知・利用を促す、卒業研究の提出方
法の変更、土曜開館を国家試験前にも設定など。
・研究支援－研究業績集の紀要への掲載形式の検討など。
・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・形式の検討など。
・その他－新規データベース導入のためのトライアル各種、定期購読雑誌の見直
しなど。
・検討中案件－新規図書館建設に向けた図書館機能の検討、新図書館運用のため
の学生の聞き取り調査（図書館運営委員）など

03 札幌医科大学
・平成26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、Wolters Kluwer Health/Ovid）の実施（2014年４月）
・Wolters Kluwer社Visible Body提供開始（2015年１月）

04 札幌市立大学 ・機関リポジトリ（JAIRO Cloud）の導入

05 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を図る
・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
・学生が本と出会う場の環境整備（コースの本棚や教養系図書の充実）

06 青森県立保健大学

・無人開館の利用対象者に学部学生を追加（申請制）
・長期休業期間の無人開館を拡大試行（平成26年4月～平成27年3月）
　平日6：00～8：45（8：45～17：00は通常開館、従来より17：00～24：00は無
人開館）、土曜日9：00～24：00
・「図書館の授業期間の開館時間および無人開館に関するアンケート」調査の実
施（平成26年12月）
・無線LANアクセスポイント増設（平成26年10月）

07 青森公立大学 -

08 岩手県立大学 グ、コミュニケーション、飲食等ができる多目的スペース「風のモント」として
整備（平成26年７月）

09 宮城大学 ・推薦入試合格者に対する図書館利用

10 秋田県立大学

・機関リポジトリ運用開始（平成26年5月）
・開館時間の延長（平成26年7月）
　本荘キャンパス：授業期間の土日祝日9:00～19:00を9:00～21:00に変更
・個人用閲覧席を増設（平成26年10月）
　本荘キャンパス：6人がけ共用閲覧机（5卓）に仕切りを設けた
・図書館システム更改（平成27年3月新システム稼働予定）

11 国際教養大学 ・４月と９月に新任の教員に向け図書館オリエンテーションを行った。

12 秋田公立美術大学

・一般教養分野および地域資料分野の蔵書更新と補充（平成26年4月から）
・文庫本用書架の新設および専門分野書架の改善検討（平成27年2月から）
・電子ジャーナルおよびデータベースの導入検討（平成27年度以降導入予定）
・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス申請準備中（平成27年度開始予
定）
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第３　平成２６年度　各大学図書館主要事業

No. 大学名 内容等

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の参加館となり、デジタル化資料の
閲覧・複写利用の開始。

18 群馬県立女子大学 -

19 群馬県立県民健康科学大学
・大学院生対象オンラインデータベース講習会実施(平成26年5月)
・学外者利用日の拡大（平成26年4月）
〔第2・4土曜日に加え、第1・3・5土曜日も利用可とした〕

20 前橋工科大学 群馬県地域共同リポジトリ「AKAGI」へ博士論文の掲載を開始

21 埼玉県立大学

・ノートパソコン貸出サービスを開始　（平成26年4月）
・医中誌Webのリモートアクセスを開始
・ライティングワークショップを開催
・機関リポジトリ（JAIRO Cloud）の導入を検討

22 千葉県立保健医療大学

・ 電算システム更新にあわせて、図書館のホームページをリニューアルする予
定である。
・ 自動貸出機を設置する予定である。
・ 延滞者に対する督促を制度化することとし、罰則の適用を検討している

23 首都大学東京

・開館時間の延長及び試験期間中の日曜開館の実施（本館）、日曜開館の実施
（荒川館）
・試験期間中の開館時間延長及び日曜開館を試行（日野館）
・リテラシー支援の拡充（荒川館）
・館内利用方法（グループ学習室の利用方法、飲用可、荷物の持込可等）の変更
（荒川館）
・利用者アンケートの実施（本館）

24 首都大学東京産業技術大学院大学
・電子ブックの導入
・ブクログの導入

25 神奈川県立保健福祉大学 -

26 横浜市立大学

・機関リポジトリの運用開始(平成26年４月)
・無線LANアクセスポイントの追加（八景キャンパス、福浦キャンパス）
・図書館の資料の管理（資料の除籍、蔵書点検等）の見直しを行い、要綱を制定
した。（平成26年４月）
・寄贈資料受入等に関する規則をまとめ、要綱を制定した。（平成26年４月）

27 新潟県立看護大学

・ リンクリゾルバ（360Link）導入
・ 返却日事前通知メール、督促メール自動送信開始
・ 現物貸借料金をカウンターで現金払い可能とした
・ 無線LANの利用対象者が全学的に、学生限定から教職員へ拡大した

28 新潟県立大学

・「新潟県立大学図書館規程」「同利用規程」の改正を実施。
　　開館時間（９時→８時３０分）
　　図書貸出冊数（５冊→１０冊）
・補講日施設開放の一環として、図書館開館（年5回実施）
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第３　平成２６年度　各大学図書館主要事業

No. 大学名 内容等

29 長岡造形大学 -

30 富山県立大学

・図書館アンケートの実施。座席利用状況を把握するための定点観測を実施。
・学生の支援により図書館ホームページを一新。
・「ベストリーダー賞」の継続。
　前年度に行った貸出冊数の多い学生に粗品を贈呈する企画。業者の寄付により
継続させた。
・軽微な工夫運用
　利用者自身が消しゴムのカスを除去できるよう小道具をテーブルに設置。
　個室の利用状況把握のため「利用中」表示カードの見直し。

31 石川県立看護大学

・雑誌の貸出実施（学生：3冊、教員：5冊、いずれも2日以内）
・グループ学習として使用できる「がんばROOM」を開設
・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月運用開始予定。
・8時30分から図書館を開館。授業前に、図書館を利用したいという要望に応え
る。
・学外利用者の貸出利用券のデザインを変更し、発券を簡素化した。

32 石川県立大学 -

33 金沢美術工芸大学 -

34 福井県立大学
学術雑誌の見直し（H25.4～H26.12）
電子ジャーナル本格的に導入開始（H27.1～）
書架を増設・雑誌架をパンフレット棚として再利用（H26.12）

35 山梨県立大学 -

36 都留文科大学

1.3年生、4年生への情報リテラシー教育の再教育を行うため、教員と連携しゼ
ミ・クラスガイダンスを行うことを検討している。
このため、今年度は3年生、4年生を中心としたゼミアンケート調査を行った。
2.英文学科での新カリキュラムGCP（グローバル・キャリア・プログラム）への
対応として、関連図書の購入を検討している。

37 岐阜県立看護大学 -

38 情報科学芸術大学院大学

・学外一般向けに図書館利用案内チラシを作成し、近隣の企業等に配布（平成26
年5月）
・講座「図書館長が選ぶ今週の一冊」を毎週木曜日に開催（平成26年5月～）
・プロジェクト関連資料コーナーを設置（平成26年7月）
・国立国会図書館「歴史的音源」（平成26年6月）、「デジタル化資料送信サー
ビス」（平成26年12月）を導入
・利用規程を全面改正（平成26年10月）
・黒板による広報を開始（平成26年12月～）
・図書館Webサイトをリニューアル（平成27年3月予定）

39 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26年10月31日）

40 静岡県立大学
貸出冊数・期間の見直し（平成26年11月から試行、平成27年度から改正）
時間外利用制度の利用条件の見直し（平成26年11月から試行）
学習支援における人的サービスの試行を検討(少額予算を申請中)

41 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]について、実施期間を
拡大（18日間 → 28日間）
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第３　平成２６年度　各大学図書館主要事業

No. 大学名 内容等

42 愛知県立大学 -

43 愛知県立芸術大学

・昨年度行った利用者アンケートの結果に基づき、貸出冊数等を増やし学生の利
便向上を図り、あわせて卒業生への貸出を開始するよう、図書館利用規程を改正
の予定
・機関リポジトリ公開の準備（平成27年3月公開予定）
・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」）が終了したため、事業
で購入した図書を受入し、一般書コーナーを設置
・過去の演奏会音源の電子化（平成23年度からの継続事業）

44 名古屋市立大学
・中日新聞・東京新聞記事DBの提供を開始（平成26年9月）
・丸善ebookLibrary追加
・東海地区大学との連携による雑誌の共同保存について検討を開始した。

45 三重県立看護大学 -

46 滋賀県立大学
・国立国会図書館デジタル化資料送信サービスの開始
・リンクリゾルバSFXの導入（平成27年3月）
・春季休業中の長期貸出の期間を試行的に延長（平成27年2月）

47 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。

48 京都府立医科大学

・電子ブックの充実（LWW e-Books Collection215タイトル　他）
・利用者教育の充実
　①従来の「図書館利用法」から「学術情報の活用講座」と名称を改め、学生向
け利用者教育を体系化した。
　②医学科４年生研究配属時の図書館講習受講を義務づけた。
　③医学科５年生への利用者教育を開始した。
・図書企画展示を３回（「小さい本　大集合」「さらば　花園校舎：本学医学科
の教養教育のあゆみ」「健康寿命を延ばすために　－京都府民のデータから
－」）及び「図書のリユース市」実施

49 京都市立芸術大学
・電子ブックの購入
・学生選書ツアーの実施（平成26年６月、12月）

50 大阪府立大学 -

51 大阪市立大学
・授業のある期間の平日について、午前8時30分からの早朝開館を開始した。
・平成27年度ラーニングコモンズの拡張及び平成28年度リサーチコモンズ（仮）
の設置を計画中

52 兵庫県立大学 -

53 神戸市外国語大学

・授業期開館時間を8：40からに変更
・1・2年生の貸出冊数を5→10冊に変更
・ＯＰＡＣリニューアル、ＩＬＬのＷｅｂからの申込が可能に
・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用開始
・図書館のＦａｃｅｂｏｏｋ公開（試行）
・学術認証フェデレーション（学認）に参加
・院生のラーニングアドバイザーをラーニングコモンズに配置

54 神戸市看護大学 -

55 奈良県立医科大学 ・無人開館時間の延長（閉館時刻を22時から24時へ延長）

56 奈良県立大学 ・奈良県立大学地域創造データベースの公開（１２月）
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第３　平成２６年度　各大学図書館主要事業

No. 大学名 内容等

57 和歌山県立医大 -

58 鳥取環境大学 ・図書館支援システムの更新（平成27年３月）

59 島根県立大学

・国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」申請予定（浜田）
・来館者対象利用者アンケート実施（浜田）
・貸出冊数を検討するため、学生は５冊から10冊、教職員は10冊から15冊に増加
（試行）（出雲）
・学生を対象とした図書館利用アンケートの実施（出雲）
・館内レイアウトの全面変更（出雲）

60 岡山県立大学

・図書館ガイダンスの充実
　新入生、新任教員、新規採用事務職員等
　館長による新入生向け授業「フレッシュマンセミナー」
・洋雑誌の購読タイトル見直し及び電子ジャーナルへの一部切り替え
・電子ジャーナル講習会の実施（平成26年10月）
・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26年11月）
・学外利用者の年齢制限廃止（試行）

61 新見公立大学
・平成26年度より開館時間を従来の９：００～２０：００から、９：００～２
１：３０へ拡充。

62 県立広島大学

・学部生の貸出可能冊数の上限の引き上げを試行：10冊以内→20冊以内（平成26
年8月4日～12月25日）
・ラーニングコモンズ学修支援アドバイザーを募集し、運用試行
・英語多読図書コーナーの設置（広島・庄原キャンパス）
・ひざ掛けの貸出（広島キャンパス　平成27年1月～）

63 広島市立大学 -

64 尾道市立大学 ・視聴覚室の設置（平成27年4月より）

65 福山市立大学

・学生の貸出冊数の上限を5冊から10冊に拡大
・4年生の卒業研究支援として、貸出期間を2週間から4週間へ、貸出更新回数を1
回から2回へ拡大
・グローバルILLに参加
・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予定
・新聞の追加購読（１紙）

66 山口県立大学
・時間外に配置している学生ライブラリアンの雇用期間を2ｹ月延長、カウンター
サービス以外に蔵書点検も体験してもらった。

67 下関市立大学
・開館カレンダー年度分のHP掲載
・館内図（避難経路を兼ねる）の各所掲示
・話題性に重点を置いた書架の整備、増設（平成27年度実施予定）

68 香川県立保健医療大 -

69 愛媛県立医療技術大学

・平日の開館時間を延長（9：00～21：00）（平成26年4月）
・土曜日の開館開始（9：00～17：00）（平成26年4月）
・大学院生を対象とした文献検索講習会の開催（平成26年5月）
・リクエストボックスの設置（平成26年11月）
・電子ジャーナル（洋雑誌6誌）を追加導入（平成27年2月）
・「愛媛県立医療技術大学図書館アクションプラン～医療に携わる人の育成と研
究をサポートする図書館～（仮）」を策定（平成27年3月予定）

70 高知工科大学 -

60



第３　平成２６年度　各大学図書館主要事業

No. 大学名 内容等

71 高知県立大学 -

72 九州歯科大学 -

73 福岡女子大

・ご意見カードの導入
・規程類の見直し
・業務委託契約内容の見直し
・図書館システムリプレイスを検討中

74 福岡県立大学 -

75 北九州市立大学 ・電子ブック導入（３３タイトル：Ｈ２６年１２月末）

76 大分県立看護科学大学

・学部生に対する視聴覚資料貸出期間延長＜当日限り→3日間＞（平成26年4月）
・データベース「CINAHL with Full Text」利用講習会開催（平成26年4月）
・1階閲覧室に返本台設置（平成26年4月）
・司書による図書館ガイダンス実施（平成26年4月）
・ホームカミングデーに卒業生へ休日開館案内チラシを配布（平成26年5月）
・広報誌「図書館だより」創刊　年2回発行（平成26年6月～）
・企画展示を開始（平成26年6月～）
・オープンキャンパス時に司書による対応を開始（平成26年7月）
・参考図書、大分県関係資料コーナーのリニューアル（平成26年8月）
・図書館システムのリプレイス検討開始（平成26年8月～）
・電子ジャーナルへのアクセスを容易にするためPubMedの専用URLを取得(平成27
年1月)

77 長崎県立大学

・ １０月１日から翌年３月３日までの間、看護学科臨地実習生に対して、貸出
期間を２週間から４週間に延長（シーボルト校）
・ 学内後期試験終了後の２月１９日から３月３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）
・ 英語多読コーナー書架設置4F（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

・機関リポジトリ（JAIRO Cloud）の運用開始（平成26年4月）
・学生のILLサービス費用の一部無料化を試行中（平成26年4月～）
・館内での密閉容器による水分補給の許可を試行中（平成26年4月～）
・除却図書の無料配付（平成26年7月）
・図書館利用者アンケートを実施（平成26年12月）
・パスファインダーの作成（平成27年2月）

81 沖縄県立芸術大学 ・ILL文献複写等料金相殺サービスの開始

82 沖縄県立看護大学 -

83 名桜大学 -
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