
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 ・図書館ホームページをリニューアル

02 名寄市立大学
・新図書館における開館時間・開館日等の拡大に向けて利用規程検討中
・新規に設置されるラーニングコモンズの活用方法・利用のルール等検
討中

03 札幌医科大学

・受益者負担によるElsevier社Pre-paid Transactionの実施（2016年4
月）
・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（2016年４月）
・図書館システム更新の検討（2017年10月更新）

04 札幌市立大学 ・学生への長期休業期間中の長期貸出の実施

05 公立はこだて未来大学

・Full Text Finderの運用開始（平成28年4月）
・Reprints Deskドキュメントデリバリーサービスの導入（平成28年4
月）
・優秀な卒業論文や修士論文の収集と公開の開始（平成28年4月）
・学生選書委員会による選書方式の導入（平成28年6月）
・貴重書（杉浦康平ブックコレクション）の公開（平成28年12月）
・カラーコピーへの対応および文献複写料金の改定（平成28年12月）
・ブックカート2台導入（平成29年1月）
・開館時間延長を検討中

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階テラスを、ラーニング・コモンズスペースとして整備

（平成29年4月運用開始予定）

09 宮城大学
・電子書籍タイトル追加（4シリーズ）
・図書館ポータルサイトリニューアル（平成29年度中運用開始予定）
・図書館施設改修・什器類等入れ替えを検討中（平成29年度実施予定）

10 秋田県立大学

＜秋田キャンパス＞
・授業期間(土日祝日)の開館時間延長　9:00～19:00→9:00～21:00 (無
人開館)
・試験期間(平日)の開館時間延長　8:30～22:00→8:00～24:00 (19:00
以降は無人開館)
・図書館ブックフェアの開催（平成28年7月）
・県内６大学共同利用キャンペーンによる蔵書交換展示
（平成28年10月～平成29年2月予定）

11 国際教養大学
・図書館システムの更新を行い、OPAC機能をより使いやすくした。
・県内高校生に向け、図書館の利用時間を拡大した。
・ディスカバリーサービスの導入を検討している。

12 秋田公立美術大学
・JAIRO Cloud 公開準備中（H29年５月公開予定）
・大学院棟図書室の開設準備中（H29年４月大学院開学）

13 山形県立保健医療大学 -

14 山形県立米沢栄養大学 -
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15 福島県立医科大学

・試験期の土日祝日の時間外利用時間について9時開始から6時開始の試
行を始めた。
・雑誌・電子ジャーナル・文献検索用データベースについてアンケート
調査を行い、平成２９年度以降の図書整備方針を策定した。
・督促メールの自動配信を開始した。

16 会津大学 ・試験期間中の日曜開館を平成29年度からの実施に向けて検討中

17 茨城県立医療大学 -

18 高崎経済大学 ・平成２８年度より日曜・祝日の開館を実施

19 群馬県立女子大学 -

20 群馬県立県民健康科学大学
・図書館協力サービス対象者の拡充（平成２８年４月）
・電子ジャーナルの拡充
（Journal of Computer Assisted Tomography［平成２８年６月］）

21 前橋工科大学
ラーニングコモンズ設置について準備中（平成２９年４月より運用を開
始予定）

22 埼玉県立大学

・ 開館時刻を開講期平日は9：00から8：30に、開講期土曜日は10：00
から8：30に繰り上げ（平成28年4月）
・日曜開館日を大幅に拡大（平成28年4月）
・ 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の運用開始
（平成28年12月）

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）
・館内利用調査の実施（日野館）
・館内利用調査の実施（荒川館）
・教員向け利用案内の発行、配布（荒川館）

25 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
・カウンター業務委託開始（平成２８年４月１日～）
・リンクリゾルバ導入予定

27 横浜市立大学

・メインカウンター業務の委託化（平成28年４月）（福浦キャンパスほ
か）
・図書館内施設及びガイダンスのWeb予約サービスの提供開始（平成28
年４月）
・蔵書検索結果のレシート印刷開始（平成28年４月）（金沢八景キャン
パス）
・高校生向け閲覧席開放サービスの検討開始（平成28年12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

・蓋付き無糖飲料（水、お茶）の館内飲用可能試行運用。
・座席利用状況を把握するための定点観測を継続。
・図書館ホームページの「オトナの読書マラソン」を継続掲載。
・「図書活用学生表彰」の継続。

貸出冊数の多い学生に粗品を贈呈する企画。
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32 石川県立看護大学

・DBを使いこなすための「文献検索のコツ－アドバンス編」を実施し
た。
（12月26日実施）　学生、教職員46名参加
・卒業テーマに合った文献を探すため、新4年生を対象に「図書館を活
用しよう！」実施予定
　基本編（2月21日実施予定）
　体験編（3月9、10、15日3回実施予定）
・リポジトリのコンテンツ登録数を増やすため、教員へのアンケートを
実施した。
・リポジトリの重要性を確認するため、講演会の実施を検討中。

33 石川県立大学 -

34 金沢美術工芸大学 -

35 福井県立大学
・「司書が学生に贈る８０冊」コーナーの設置（H28.12）
・閲覧室内で、蓋付きの飲物を飲用可とした（H29.1）
・教員院生閲覧室を、申請により学部生も利用可とした（H29.1）

36 敦賀市立看護大学 ・福井県地域共同リポジトリの加入（H28.6）

37 山梨県立大学

・車椅子利用者のために電動式階段昇降機を導入（飯田図書館）
・身障者用トイレの扉の改修（飯田図書館）
・休憩スペース用椅子の入れ替え（看護図書館）
・現施設内にラーニングコモンズ設置を検討中（飯田図書館・看護図書
館）

38 都留文科大学

・平成28年度は、カリキュラム上アカデミックスキルズ等受講できない
利用者への対応として、新入生向け学科別ガイダンスを開催した。平成
29年度も引き続き新入生向け学科別ガイダンスを開催する。
・学生図書館サークル Libropass の協力を得て、新入生を対象にスタ
ンプラリーを行った。
・開館時間を試験的に30分早め、8時30分から入館できるようにしてい
る。

39 岐阜県立看護大学
・ホームページのリニューアル（平成28年4月）
・1階閲覧席で試行していた学内者優先席を本実施（平成28年7月～）
・開架書架の一部に図書の落下防止装置を設置（平成29年3月予定）

40 情報科学芸術大学院大学
・利用の多い雑誌と新聞のバックナンバーを開架へ移動（平成28年10
月）
・館内サイン表示を刷新（平成28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 ・図書館学習サポートデスク設置(平成27年度以降試行継続)

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

・グループ研究室のICT化。（長久手キャンパス）
・ラーニングコモンズの活性化。（長久手キャンパス）
・ラーニングコモンズのサービス向上。（長久手キャンパス）
・多人数対応視聴覚室の機能・サービスを向上。（長久手キャンパス）
・キャレル増設により2階および書庫の学習スペースを充実。（長久手
キャンパス）

45 愛知県立芸術大学 ・国立国会図書館歴史的音源の配信提供に参加（平成28年6月）

46 名古屋市立大学 -
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47 三重県立看護大学 -

48 滋賀県立大学

・視覚障害学生へのサービスを開始（対面朗読、テキストデータ提供、
文献収集補助）
・映画上映会の開催（3回）
・図書展示コーナーの拡充
・Elsevier PPV利用開始（平成29年2月より）

49 京都府立大学
・京都府立京都学・歴彩館への移転による新図書館オープンに合わせ、
土日開館や府民貸出などの利用者サービスの拡大を準備

50 京都府立医科大学
・図書館施設の空室情報提供開始
・図書館ホームページの館内案内等改訂・更新

51 京都市立芸術大学

・学生の図書貸出冊数を変更（平成２８年１０月）
・学部生　　３冊から５冊
・大学院生　修士課程　５冊から１０冊，博士（後期）課程　７冊から
１０冊
・貸出期間の更新手続きに、図書館ホームページによる手続きを追加
（平成２８年１０月）

52 福地山公立大学
・公立化に伴い、利用登録料金の減額改訂を行った。
・前学期試験期間中における開館時間の延長を実施した。

（９：００～１８：００⇒９：００～２０：００）

53 大阪府立大学 -

54 大阪市立大学
・平成29年4月オープンに向けて学生・研究者の交流施設「アカデミッ
ク・コモンズ」を整備
・ScienceDirectのPPVの利用提供開始

55 兵庫県立大学 -

56 神戸市外国語大学

・授業期平日・月～金曜の閉館時間を21：30に延長
・試験期間の日曜日の開館（試行）
・書庫1Ｆを学生にも開放し、開架冊数が9万冊から23万冊に増加
・国立国会図書館「歴史的音源（れきおん）」配信サービス利用開始

57 神戸市看護大学 -

58 奈良県立医科大学 -

59 奈良県立大学 ・当館１階に英語の「多読コーナー」を設置（７月）

60 和歌山県立医科大学 -

61 公立鳥取環境大学

・電子書籍の利用開始（平成28年4月）
・学生の図書（読書）利用促進を目的として、芥川賞、直木賞、本屋大
賞等の受賞本
を整備（平成29年2月）

62 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」複写サービス追加
（浜田）
・来館者を対象とした利用者アンケートの実施（浜田）
・学生の貸出冊数を5冊から10冊へ、教員の貸出冊数を10冊から15冊へ
増加（出雲）
・学生を対象とした図書館アンケートの実施（出雲）
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63 岡山県立大学

・学外利用者の年齢制限撤廃
・洋雑誌の購読タイトル見直し
・電子ジャーナル講習会の実施（平成29年1月）
・カーリルタッチの導入

64 新見公立大学
・国立国会図書館デジタル化資料送信サービスに加入
・電子ブックを導入

65 県立広島大学 -

66 広島市立大学 -

67 尾道市立大学
・学部学生１～３年生の貸出上限冊数を、５冊から７冊に変更予定（平
成28年7月～12月に試行期間実施）

68 福山市立大学

・図書館業務システムの更改（E-Cats Library　ver.4→ver.5）
・教員の意向調査の結果を受け，購読雑誌の一部を入替
・返却期限日の前日にお知らせメールを配信するサービスを開始
・図書館案内リーフレットを更新して発行予定

69 山口県立大学
・時間外スタッフ（学生ライブラリアン）の増員と配置期間の見直しを
検討している。

70 下関市立大学 ・学科別選書棚のレイアウト変更（検討中）

71 山陽小野田市立山口東京理科大学 ・展示コーナーの一部を課外活動等の発表の場として提供（期間限定）

72 香川県立保健医療大 -

73 愛媛県立医療技術大学

・館外貸出可能冊数を学生・大学院生・教職員は5冊から10冊へ、学外
者は3冊から5冊へ改定(平成28年4月)
・荷物用バスケットの設置(平成28年7月)
・図書館内で全ての飲み物の利用許可(平成28年11月)
・持ち運び用椅子の設置(平成28年11月)

74 高知工科大学 -

75 高知県立大学

・ＩＣタグの導入
ＩＣタグの導入により、蔵書管理の一層の効率化や適正化が期待され、
図書館資料の貸出の迅速化や蔵書点検の時間短縮など、図書館サービス
の向上も図られた。
・新図書館の整備
永国寺キャンパスの新図書館では、ディスカッションルームやグループ
学習室などのラーニングコモンズの環境や、館内中央のスキップフロア
に図書等の展示を可能とする多目的ステップ、更には開放的な集いス
ペースなどを整備することとしている。
これらの環境整備により、図書や情報ネットワークから得られる情報を
用いたアクティブラーニングの実践など、学生の主体的かつ自主的な学
習を支援する環境が充実するとともに、学生の交流の場及び図書等の展
示スペースの創出により適切な情報提供が可能となるなど、図書館サー
ビスが大幅に改善された。
・飲食ルールの見直し
利用者の利便性向上や水分補給の必要性などの観点から、図書館の館内
での飲食について検討を行い、平成29年度から一部のエリアでの食事
（永国寺キャンパス新図書館）や、ルールに沿った飲み物の飲用を認め
ることとなった。

76 九州歯科大学 -

77 福岡女子大学 -
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78 福岡県立大学 -

79 北九州市立大学 ・旧館を平成29年度に書庫棟としてオープンするため、改造中。

80 長崎県立大学
・Ｈ27年度実施した「学生の図書館利用に関するアンケート調査」結果
分析に伴う、学生の図書館利用促進に向けた取組を図書館運営委員会で
検討中（佐世保校）

81 大分県立看護科学大学
・利用者ポータルサイトMyOPAC公開準備（平成29年2月公開予定）
・機関リポジトリの公開準備（平成29年3月公開予定）

82 熊本県立大学 ・機関リポジトリの公開

83 宮崎県立看護大学 -

84 宮崎公立大学 ・就職コーナーを項目別に仕分け（平成29年1月）

85 沖縄県立芸術大学 ・国立国会図書館デジタル化資料の閲覧に対応（平成29年度中）

86 沖縄県立看護大学
・洋雑誌の購読タイトル見直し及び電子ジャーナルへの切替検討
・電子ブックの導入

87 名桜大学 ・図書館システムのリプレイスを検討中（平成29年度実施予定）。

59

第３　平成２８年度　各大学図書館主要事業


	kaihou48_170327 58
	kaihou48_170327 59
	kaihou48_170327 60
	kaihou48_170327 61
	kaihou48_170327 62
	kaihou48_170327 63



