
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 ・図書館システムの更新

02 名寄市立大学 -

03 札幌医科大学 ・利用者用貸出パソコンの増設（増設13台、総計38台）

04 札幌市立大学 ・図書館システムの更新（平成28年9月、リコーLIMEDIO）

05 公立はこだて未来大学 -

06 青森県立保健大学 -

07 青森公立大学 -

08 岩手県立大学
・図書館４階開架閲覧室に書籍落下防止装置を追加設置（平成28年9
月）
・図書館システムリプレイス（平成29年3月）

09 宮城大学 -

10 秋田県立大学
＜本荘キャンパス＞
・入退館システム更改（平成28年3月）
・防犯カメラシステム更改（平成28年3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 山形県立米沢栄養大学 -

15 福島県立医科大学 -

16 会津大学 -

17 茨城県立医療大学 -

18 高崎経済大学 ・ＰＣ４８台、プリンター４台

19 群馬県立女子大学 -

20 群馬県立県民健康科学大学
・図書館情報管理システム更新
（データベース用サーバ及び総合管理端末一式［平成２８年１月］）

21 前橋工科大学 -

22 埼玉県立大学 -

23 千葉県立保健医療大学 -

24 首都大学東京 ・医療系シミュレーション機器の設置（荒川館）

25 産業技術大学院大学 -

26 神奈川県立保健福祉大学 -

27 横浜市立大学 -
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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

・学習コーナーにホワイトボード3台を追加（ホワイトボード総計：13
台）
・学習コーナー、図書館1階及び中2階の大型机にテーブルタップを設置
・学習コーナーに椅子を10脚増設

32 石川県立看護大学 ・図書館内で無線ＬＡＮの利用が可能となった。(9月28日運用開始）

33 石川県立大学 ・視聴覚資料視聴用機器の更新（４台）

34 金沢美術工芸大学 -

35 福井県立大学 ・図書館システムおよび図書館HP更新（H28.10）

36 敦賀市立看護大学 -

37 山梨県立大学 -

38 都留文科大学
・自動貸出装置（ABC=Auto Book Circulation）2台の入れ替えを行っ
た。

39 岐阜県立看護大学 -

40 情報科学芸術大学院大学 ・新着図書案内用iPadを館外の交流スペースに設置（平成28年10月）

41 岐阜薬科大学 -

42 静岡県立大学 -

43 静岡文化芸術大学 -

44 愛知県立大学

・グループ研究室に電子黒板を導入。（長久手キャンパス）
・ラーニングコモンズ隣接スペースに多読図書用書架を導入。（長久手
キャンパス）
・ラーニングコモンズに電源用コンセントを増設。（長久手キャンパ
ス）
・多人数対応視聴覚室の大型テレビ、ブルーレイプレーヤー等を更新。
（長久手キャンパス）
・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス管理用端末を更新。（長
久手キャンパス）
・図書展示用棚を購入。（守山キャンパス）
・大型テーブルに卓上パーテーションを4台設置。（守山キャンパス）

45 愛知県立芸術大学 ・図書館電算システムの更新（平成29年3月新システム運用開始予定）

46 名古屋市立大学 -

47 三重県立看護大学 -

48 滋賀県立大学 ・入館ゲートシステムの更新

49 京都府立大学 -

50 京都府立医科大学 -
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51 京都市立芸術大学 -

52 福知山公立大学
・インターネットコーナーの充実を予定している。
・福知山市立図書館との機能分担を踏まえ、双方の活用促進に向けた図
書検索システムの導入を予定している。

53 大阪府立大学 -

54 大阪市立大学 -

55 兵庫県立大学 -

56 神戸市外国語大学 -

57 神戸市看護大学 -

58 奈良県立医科大学
・館内放送機器の更新
・録画監視システム設置

59 奈良県立大学 -

60 和歌山県立医科大学 -

61 公立鳥取環境大学 -

62 島根県立大学 -

63 岡山県立大学
・防犯カメラのハードディスク更新
・放送機器の更新
・学生用PC認証システムの導入

64 新見公立大学 ・図書館システムサーバーを更新。

65 県立広島大学 -

66 広島市立大学 -

67 尾道市立大学
・据置型拡大読書器・読書ルーペを設置（各１台）
・展示ケースを設置（１台）

68 福山市立大学

・NDLデジタル化資料送信サービス対応のモニタを導入し，同サービス
用端末を1台増設
・グループ学習室に蔵書検索用PCとプリンタを設置
・グループ学習室のテーブルとイスを入替予定（可動可変式に）

69 山口県立大学 ・電子書籍閲覧のための学生貸出用PC、タブレットを導入した。

70 下関市立大学 -

71 山陽小野田市立山口東京理科大学 ・図書館システム更新（平成28年10月　リコー　LIMEDIO）

72 香川県立保健医療大 -

73 愛媛県立医療技術大学 -

74 高知工科大学 -
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75 高知県立大学

・池図書館では、ＩＣタグの図書館資料への貼付、自動貸出機やセキュ
リティゲートなどの関連機器の設置を行い、平成29年１月からシステム
運用を開始した。
また、永国寺キャンパス新図書館では年度末までに整備する予定であ
る。

76 九州歯科大学 -

77 福岡女子大学 -

78 福岡県立大学 -

79 北九州市立大学 -

80 長崎県立大学
・図書館システム更新（CARIN-i 大学図書館システム）（両校）（平成
28年10月）

81 大分県立看護科学大学 ・1階閲覧室にフロア扇風機1台設置（平成28年8月）

82 熊本県立大学 -

83 宮崎県立看護大学 -

84 宮崎公立大学 -

85 沖縄県立芸術大学 ・図書館管理システムの更改（平成29年3月中旬）

86 沖縄県立看護大学

・ICタグ導入（平成28年4月～）
・自動貸出機導入（平成28年4月～）
・図書館システム更改（富士通iLiswave-J V3）（平成29年4月新システ
ム稼働予定）

87 名桜大学 -
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