
５　その他

No. 大学名 内容等

01 釧路公立大学 -

02 名寄市立大学 -

03 札幌医科大学 -

04 札幌市立大学

・札幌芸術の森美術館＆札幌市立大学芸術の森キャンパス・ライブラ
リー連動企画「樹を旅する物語」の開催（7月11日～8月19日）
・さっぽろアートステージARTBOOKFAIR企画展示「Drawing!!見る秋から
描く秋へ」の開催（11月7日～12月3日）
・札幌市立大学附属図書館ニュースレター「のほほん」第10号発行
・選書ツアーの実施（7月、10月　全2回開催）

05 公立はこだて未来大学

・函館市内の図書館および書店連携プロジェクトとして下記を実施
・合同で本の展示（平成28年10月）
・市民も参加できる講演会「本のこれからを考える」を実施予定（平成
29年2月）
・蔵書の充実を図るため、ブックフェアを実施（平成28年6月，10月）

06 青森県立保健大学

・耐震補強工事（平成28年3月）
・県民の健やか力（ヘルスリテラシー）向上を目指す取り組みの一環と
して、青森県内の公共図書館等を対象とした「ヘルスリテラシー関連図
書パッケージ貸出」を開始（平成28年10月～）。

07 青森公立大学 ‐

08 岩手県立大学

・図書館ラーニング・コモンズ学習支援企画として以下の講座等を延べ
15回実施。
「日本語リテラシー教室」（平成28年4月）
「岩手日報社連携講座」（平成28年6月）
「ビブリオバトル」（平成28年7月、10月、平成29年2月）
「ランチ講座」（平成28年12月）
・学生選書ツアーの開催（平成28年8月）
・学生ボランティア（ライブラリー・アテンダント）が「大学図書館学
生協働交流シンポジウム」（平成28年9月）や「図書館総合展」（平成
28年11月）のポスターセッション等に参加し、取組みを発表

09 宮城大学

・イベント「六限の図書館」の開催
（4回：ワークショップ、上映会×2、トークイベント）
・仙台市精神保健福祉総合センターとの共催による「アルコール関連問
題啓発週間キャンペーン」企画展示を実施（大和キャンパス図書館　平
成28年11月）

10 秋田県立大学 -

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 -
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18 高崎経済大学 -

19 群馬県立女子大学 -

20 群馬県立県民健康科学大学
・電子ジャーナル契約形態の見直し（トランザクション導入［平成２８
年４月］）

21 前橋工科大学 ‐

22 埼玉県立大学 ・中学生の職場体験学習受け入れ（平成28年9月）

23 千葉県立保健医療大学 -

24 首都大学東京

・選書ツアーの実施
・中学生職場体験の受入
・図書館広報誌「りべる」（No.130、131）発行（本館）
・教員が推薦する『学生時代の必読書2015-2016』小冊子作成（本館）
・医療系映画上映会（・教員ミニ講演会）（第２回・第３回）の実施
（荒川館）
・図書館広報誌「らいぶらり」(No.3-5)の発行及びウェブ版の掲載（荒
川館）
・荒川区及びNPO法人と連携した自殺予防展示の実施（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 ・神奈川県立保健福祉大学機関リポジトリ開設予定

27 横浜市立大学

・所蔵貴重資料のうち、古地図コレクションをデータベースとして公開
（平成28年６月）
・市内企業と連携した市民講座の実施（平成28年11月）（金沢八景キャ
ンパス）
・地域の図書館と連携した市民の図書館見学ツアーの実施（平成28年９
月）（金沢八景キャンパス）

28 新潟県立看護大学

・新潟県立看護大学図書館Library Newsletter（「NCNL図書館だより」
改題）39,40号発行
・上越教育大学附属図書館と蔵書交換展示会を実施(2回)　交換冊数を
50冊から100冊に増やす
・図書委員会主催で新入生歓迎イベント（2回）、大学祭で図書館所蔵
DVDの上映会を実施
・学生ブックハンティングを市内の書店で実施

29 新潟県立大学 ・学生選書ツアーの開催（平成28年12月）

30 長岡造形大学 -

31 富山県立大学

・図書館レイアウトの変更
館内の大型机を学習コーナーに、学習コーナーの新聞配架台を館内中

2階に移動等。
・2016年図書館アンケート調査を行い、結果をホームページに掲載（学
生による支援事業）。

32 石川県立看護大学 -

33 石川県立大学 -

34 金沢美術工芸大学 -
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35 福井県立大学

・新入生全員に対し、情報教育科目時間中に図書館ツアーを実施
（H28.4）
・「九頭竜川プロジェクト　九頭竜川と福井の鉄道」講演会を開催
（H28.10）
・県大ライブラリーカフェ　著書を語る『子育てにおける子どもとの上
手なかかわり方』講演会を開催（H28.11）

36 敦賀市立看護大学 -

37 山梨県立大学

・「図書館年報 平成27年度」作成、Web公開（平成28年9月）
・図書館だより「YONZYA vol.12」発行（平成28年12月）
・飯田キャンパス図書館の名称変更
※これまで飯田キャンパスにある図書館を「山梨県立大学図書館」、池
田キャンパスにある図書館を「山梨県立大学看護図書館」と称していた
が、「山梨県立大学図書館」という名称が、大学図書館全体を指す場合
と飯田キャンパスの図書館のみを指す場合があり混乱するため、平成28
年4月より飯田キャンパスの図書館を「山梨県立大学飯田図書館」と改
称した。

38 都留文科大学

・2階展示コーナーで、本学附属図書館長所有の貴重なスヌーピー関連
資料の展示を行った。
・貴重資料のデジタル化を継続して実施し、今年度は山梨県に関連する
浮世絵・錦絵のデジタル化を行った。
・オープンキャンパス時に高校生・保護者の方に図書館独自の館内ツ
アー・ガイダンスを開催している。また、推薦試験等で既に合格してい
る生徒に、入学前ガイダンスが可能なことを知らせている。
・学祭期間中に市民向けの「図書館案内ツアー・ガイダンス」を実施し
ている。
・児童文化研究部(学生)との共催で、主には小学校低学年、未就学児を
対象に「大学図書館de読み聞かせ会」を学祭期間中に開催している。
・本学の海外協定校図書館とデジタル資料の相互リンクを設け、連携を
図り、将来的に日本関係図書（古書含め）の共同展示への検討を始めて
いる。

39 岐阜県立看護大学 -

40 情報科学芸術大学院大学

・参加型資料展示の実施（「わたしの本棚」展示。出展者11名。平成28
年5月～11月）
・「図書館便り」を発行（年3回）
・公開講座「図書館長が選ぶ今週の一冊」を毎週木曜日に開催
・公開講座「大人のためのブックトーク」にて、館長が講師を務める
（岐阜県図書館との共催事業。全6回）

41 岐阜薬科大学

・図書館利用案内（2016年版）の発行
・図書館利用ガイダンス（平成28年4月）
・岐阜薬科大学紀要 第65号（2016年版）を電子出版
・版元講師によるSciFinder 利用講習会を開催（平成28年11月）

42 静岡県立大学 -

43 静岡文化芸術大学
・電子書籍（eBook）のサービスを開始
・学内イベントに連動した、学生による企画展示の実施
・学生購入希望図書約250冊を受入、配架

44 愛知県立大学

・企画展示を6回実施。うち3回は教員との連携展示。（長久手キャンパ
ス）
・企画展示を4回実施。うち3回は、長久手キャンパス図書館から一般教
養図書を借りての展示・貸出。（守山キャンパス）

45 愛知県立芸術大学 -
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46 名古屋市立大学

・男女共同参画センターと共同で「英語論文セミナー」を開催（平成28
年7月、9月）
・キャリア支援センターと共同で「就活学生向けDB講習会」（平成28年
10月）
・夏休み期間中の8月に高校生に図書館を開放（山の畑分館）
・学祭当日に廃棄図書の販売の実施（山の畑分館、川澄分館）
・中学生の職場体験学習受入（平成29年1月18日、2月2日、9日　合計11
名）

47 三重県立看護大学 -

48 滋賀県立大学 -

49 京都府立大学 -

50 京都府立医科大学

・図書企画展示を3回（「原書を読もう！」「昔むかしの本とデジタル
アーカイブ」「震災現場を支えた人びと」）実施
・デジタルアーカイブの充実（貴重書5点を古医書コレクション等全文
アーカイブに追加）
・京都府立図書館との連携事業（機関借用による展示）実施

51 京都市立芸術大学 ・学生選書会の実施（平成28年4月，10月）

52 福知山公立大学

・「福知山公立大学研究紀要」を発行する。
・機関誌「桔梗」を作成し、近隣の高校・自治体・図書館への配布する
ことでの啓発活動を実施する。
・中学生職場体験実習の受入れを実施した。（平成28年6月及び9月の2
回）

53 大阪府立大学 ・電動集密書架の制御部品交換（一部）

54 大阪市立大学
・電子ブックのニーズ調査のための大型トライアルを実施（平成28年10
～12月）
・英語論文投稿講習を開催（２回）

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 -

59 奈良県立大学

・情報リテラシー育成支援サービス（通年、１４回開催）
教員の要請を受け、資料検索・データベース検索等の方法を授業中に

司書が説明した。
・紹介図書展示（通年、９回展示）

司書によるテーマ図書展示を開催した。
・基礎ゼミ図書館利用説明会（４月、１５回開催）

新入生全員対象、基礎ゼミごとに館内案内と利用説明を開催した。
・学生選書の開催（６月）

教員、COC/COC+推進室、当館の３者協同で「学生選書プロジェクト」
に取り組み、ゼミにおいて、学生が自ら選書した図書のポップを作成
し、図書展示した。
・学生会執行委員会図書企画班との連携（１２月）

学生会執行委員会図書企画班が、読んでみたい図書のアンケートを学
生へ実施し、その結果を参考に同班が購入した図書の寄贈を受けた。ま
た、同班による寄贈図書の図書展示を開催した。
・国立国会図書館関西館との共催事業（１２月）

国立国会図書館関西館利用ガイダンス『まだ間に合う！卒業論文・基
礎ゼミ論文の作成に役立つ国立国会図書館関西館を活用した効率的な情
報収集について』を同館と共催で開催した。
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60 和歌山県立医大 -

61 公立鳥取環境大学

・熊本地震（平成28年）への支援事業として、学生・教職員協働による
「チャリティーブックマーケット」を実施。学生・教職員から寄せられ
た図書を中心に約900冊を市民に無料で提供。任意の募金額を熊本地震
の義援金として、日本財団を通じて被災地に寄付（平成28年6月）
・学生の視点・ニーズを汲んだ選書を充実させるため、今年度より
「ブックハンティング」を本格実施（平成28年12月）
・閲覧室内の什器類（壁面、机等）の修繕（平成29年1月）

62 島根県立大学

（浜田キャンパス）
・学生によるブックハンティング（平成28年6月・12月）
・中学生の職場体験実習の受入（平成28年9月）
・尾道市立大学との資料交換展示（平成28年10月）
（出雲キャンパス）
・学園祭への出店（平成28年6月）
・学生によるブックハンティング（平成28年6月・11月）
（松江キャンパス）
・学生によるブックハンティング（平成28年7月・11月）
・中学生の職場体験実習、インターンシップ学生の受入（平成28年9・
10月）
・学園祭への出店（平成28年10月）
（全学）
・3キャンパス学生図書委員合同読書会（平成29年2月）

63 岡山県立大学

・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
・選書ツアーの開催（平成28年6月）
・リユース市の開催（平成28年11月）
・ギャラリー展示事業の実施
・オープンキャンパス開催時の臨時開館
・高校生のための授業開放開催時の臨時開館
・障害福祉サービス事業所利用者の職場体験の受け入れ（平成28年7
月）
・市内中学生の職場体験の受け入れ（平成28年11月）

64 新見公立大学 -

65 県立広島大学 -

66 広島市立大学 -

67 尾道市立大学
・市立中学生の職場体験学習受け入れ（8月24日：3名）
・県立高校生のインターンシップ受け入れ（8月31日～9月2日：3名）
・図書館総合展の「図書館キャラクターグランプリ」に応募

68 福山市立大学 -

69 山口県立大学 -

70 下関市立大学 ・山口県大学ML連携事業特別展参加

71 山陽小野田市立山口東京理科大学 -

72 香川県立保健医療大 -

73 愛媛県立医療技術大学

・学生図書館サポーターによるブックハンティング(平成28年7月)
・「東日本大震災写真展」の開催(平成28年10月～12月)
・福島県立医科大学附属学術情報センターとの共同企画「交換展示会」
の開催(平成28年11月～12月)
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74 高知工科大学 -

75 高知県立大学 -

76 九州歯科大学 -

77 福岡女子大学 -

78 福岡県立大学 ・選書ツアーの実施と、ＨＰへビジュアルな本棚としての掲載

79 北九州市立大学 -

80 長崎県立大学
・高等技術専門校職場実習訓練生の受け入れ（佐世保校）
・中学校「職場体験学習」生徒の受け入れ（両校）
・「図書館だより」№25、№26の発行（佐世保校）

81 大分県立看護科学大学

・企画展示の実施（平成28年4月、6月、7月、12月）
・広報誌「図書館だより」Vol.5、6発行（平成28年7月、平成29年1月）
・寄贈絵画4点を館内に展示（平成28年12月）
・図書リユースデーの開催（平成29年1月）

82 熊本県立大学

・学生ボランティアの近隣小学校読み聞かせ、ボランティアスタッフ読
み聞かせ講習会
・図書館クラブ（学生ボランティア）選書ツアー
・新聞記事エッセイコンテスト
・中学生の職場体験学習の受け入れ
・英語多読学習企画展示

83 宮崎県立看護大学 -

84 宮崎公立大学 ・学生選書ツアーの実施（平成28年11月）

85 沖縄県立芸術大学 ・高校生・大学生のインターンシップの受入

86 沖縄県立看護大学 -

87 名桜大学 -
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