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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
・土曜日の開館を恒常化（9:00～21:00）
・図書システムの更新により、利用者の利便性が向上
・延滞者ペナルティについて検討中

03 札幌医科大学

・統計解析ソフト「SPSS」の提供開始（平成29年12月）
・UpToDate モバイル版提供開始（平成29年12月）
・平成29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（メ
　テオ、医学書院、Walters Kluwer

04 札幌市立大学 -

05 公立はこだて未来大学

・開館時間の拡大
・学習研究のオンラインポータル：研究ガイドの公開
・図書館内においてピアチュータリングの実施（試行）
・留学生向け本棚の設置

06 青森県立保健大学 ・館内貸出用iPad（3台）の提供開始（平成29年10月から）

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運用開始
　（平成29年4月）
・ホームページをリニューアル（平成30年3月）

09 宮城大学
・図書館ポータルサイトリニューアル（平成29年7月）
・図書館施設改修（大和キャンパス：ディスカバリーコモンズ整備計
　画）を検討中（平成30年4月以降整備予定）

10 秋田県立大学

＜秋田キャンパス＞
・平日（授業期間・試験期間）の開館時間延長
　8:30～19:00→8:00～19:00 (8:00～8:30は無人開館)（平成29年4月
　～）
・図書館ポイントカードの発行（平成29年4月～）
・図書館ブックフェアの開催（平成29年7月）

11 国際教養大学

・8月に学術認証フェデレーションの利用により、学外からのデータ
　ベースアクセスを可能にした。
・10月にディスカバリーサービス“AIU ONE-Search”（Summon）を開始
　した。
・図書館と言語異文化学修センター（LDIC）における貸出サービスの統
　一

12 秋田公立美術大学

・大学院棟に図書館資料用書架を設置（平成29年4月）
・秋美リポジトリをJAIRO Cloud により運用開始（平成29年10月）
・資料展示ケース1台新設（平成29年10月）
・1、2年生を対象にアンケートを実施（平成29年10月）
・外国雑誌の購入タイトル見直し中

13 山形県立保健医療大学 ・電子書籍の導入を開始

14 山形県立米沢栄養大学 -

15 福島県立医科大学 -
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No. 大学名 内容等

16 会津大学
・試験期間の日曜を開館日とした
・パソコン専用コーナーに限られていたパソコン使用可能エリアを試験
　的に2階閲覧席まで拡大した（平成29年11月～）

17 茨城県立医療大学 -

18 高崎経済大学 -

19 群馬県立女子大学
・「国立国会図書館デジタル化資料送信サ－ビス」に加入（平成29年4
　月）

20 群馬県立県民健康科学大学
・電話による図書貸出延長の対応時間延長（17時→19時）
　※検討中

21 前橋工科大学 ・ラーニングコモンズ設置（平成29年4月供用開始）

22 埼玉県立大学
・密閉容器による飲用可能スペースを拡大
・返却期限日事前通知メールの自動送信を開始
・ドキュメントデリバリーサービス「Reprints Desk」を導入

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）
・グループスタディルーム等予約システムの導入（本館）
・開架書架移動（日野館）
・館内利用調査及び電子ブック利用に関するアンケートの実施（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
・リンクリゾルバ「Full Text Finder」の導入（平成29年4月）
・返却用ブックポスト設置予定

27 横浜市立大学

・高校生向け閲覧席開放サービスの開始（平成29年8月）（金沢八景
　キャンパス）
・書庫入庫者専用のビニールバッグの提供開始（平成29年8月）（金沢
　八景キャンパス）

28 新潟県立看護大学

・WebOPACから貸出予約・延長を可能にした
・外国雑誌の完全電子ジャーナル化（平成30年～）
・図書館規程類（資料管理要綱、除却要領、学外者利用要領等）の改正
　を検討中

29 新潟県立大学 -

30 長岡造形大学
・デザイン思考にもとづく利用者のインサイトに沿った図書館のあり方
　について、ワークショップを通して検討している（事務職員）

31 山梨県立大学
・館内のトイレの改修（飯田図書館）
・閲覧室内にラーニングコモンズを設置（飯田図書館）
・図書館棟にラーニングコモンズ設置を検討中（看護図書館）

32 都留文科大学

・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
・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
・英語版の図書館利用案内（簡易版）を作成した
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No. 大学名 内容等

33 長野大学
・学生への長期休業期間中の長期貸出の実施
・定期試験期間1週間前および試験期間中の開館時間の延長サービスの
　実施

34 富山県立大学 -

35 石川県立看護大学

・閲覧席の手元が暗いのを改善するため、各テーブルに電気スタンドを
　設置した（H29.10）
・学生、教員から、図書館の運営や看護実習等に関する情報を共有する
　ため、「つぶやきボード」を設置（H29.8）

36 石川県立大学 -

37 金沢美術工芸大学

・図書館規則等図書館運営にかかる規約の改正、整備
・図書館リポジトリの公開準備中（平成30年3月公開予定）
・閲覧室内で密閉式飲み物の飲用を可とした
・図書館利用パスワードの登録推進をＰＲ

38 福井県立大学
・国立国会図書館デジタル化資料送信サービスへの参加(H29.10)
・データベース講習会の実施(H29.5およびH29.6)

39 敦賀市立看護大学 ・開館時間の延長：平日 9～19時 ⇒ 9～22時（平成30年4月開始予定）

40 岐阜県立看護大学

・学生向け図書館ガイダンスのプログラム見直し（平成29年4月～）
・県内看護職者向け図書館案内パンフレットの新規作成（平成29年11
　月）
・夏季休業中の高校生への図書館開放（オープンライブラリー）
　（平成29年8-9月）
・外国雑誌の電子ジャーナルへの切り替えを検討中

41 情報科学芸術大学院大学 -

42 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

43 静岡県立大学

・「新聞ランチ」(新規) 全10回開催
　静岡新聞社と共催による「新聞ランチ」を、5～11月平日(12:15-
　13:30)の計9回、館内のリフレッシュルームを会場に開催した。ラン
　チを取りながら、新聞読み方講座や新聞記者のとっておきの話、新聞
　を読み感想を交流するなど、学生の新聞への興味・関心を高める機会
　となり、情報発信が新たな来館者の増加につながった。
・「英文多読講座」(新規)
　言語コミュニケーション研究センターとの連携を進め、英語多読用図
　書の授業での活用を進めるとともに、新たに英文多読講座「英語の絵
　本からスタート」を開催した。英語多読図書コーナーを設置し、その
　活用や電子ブックの広報にも努めた。

44 静岡文化芸術大学
・開講期の平日（155日間）の開館時刻を繰り上げ [9:00 ⇒ 8:45]
・学内試験期の平日（38日間）の閉館時刻を繰り下げ [20:00 ⇒
　21:00]

45 愛知県立大学
・名古屋市図書館が開設した市内図書館横断検索「まるはち横断検索」
　に参加（守山キャンパス）

46 愛知県立芸術大学 -

47 名古屋市立大学 -
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No. 大学名 内容等

48 三重県立看護大学
・メールマガジン（月1回配信）
・Facebook（月2回更新）

49 滋賀県立大学 -

50 京都府立大学
・土曜日及び日曜日の開館開始、夜間開館日数の拡大
・研究個室10室、グループ研究室4室の設置
・府民貸出の開始

51 京都府立医科大学 -

52 京都市立芸術大学 -

53 福知山公立大学

・開館時間延長について検討中である
・同市にある福知山市立図書館と、以下4点の連携を平成30年4月から開
　始する
　１　市立図書館の図書館利用券で本学図書館への入館が可能となる
　２　市立図書館の図書館利用券を本学図書館カウンターで申込みが可
　　　能となる
　３　図書返却において、双方どちらの図書館でも可能となる
　４　民間の図書検索サービス「カーリル」活用により、福知山市内に
　　　おける蔵書の検索や貸出状況の確認が可能となるよう設定する

54 大阪府立大学 -

55 大阪市立大学

・学生・研究者の交流施設「アカデミック・コモンズ」を6階にオープ
　ン（平成29年4月）
・領域横断の人的・知的交流を生み出す空間「ツクルマ」を1階にオー
　プン（平成29年10月）
・リポジトリ登録紀要論文へのDOI付与開始（平成29年10月）

56 兵庫県立大学 -

57 神戸市外国語大学

・試験期日曜開館の本格運用
・図書館情報ネットワークのシステム更新完了
・市民利用可能日数の拡充
・貸出冊数の拡充

58 神戸市看護大学 -

59 奈良県立医科大学 -

60 奈良県立大学 -

61 和歌山県立医科大学 -

62 公立鳥取環境大学
・ラーニングコモンズ設置について準備中（平成31年4月より運用開始
　予定）

63 島根県立大学

・来館者を対象とした利用者アンケートの実施（浜田）
・開館時間を現状の9時から、8時45分に早めることを検討中（出雲）
・学生図書委員活動に関するアンケートを全教職員、全学生に対し実
　施。成果報告書としてまとめる予定（松江）
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No. 大学名 内容等

64 岡山県立大学

・学生を対象に図書館に関するアンケートを実施
・附属図書館防犯カメラ運用要領を制定
・ブックフェア開催（学内）（平成29年10月）
・ブックリサイクルコーナー設置
・蓋付き飲料の利用可能スペース拡大

65 新見公立大学 ・密閉容器の飲料に限り館内での利用可能とした

66 県立広島大学
・7月から図書館業務を一部委託
・庄原キャンパス図書館で土曜日開館を開始
・図書館内にフリーWi-Fiを整備

67 広島市立大学
・ライブラリー・アシスタント（学生アルバイト）による臨時延長開館
　の実施

68 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
・電子ブックを導入
・図書館ホームページをリニューアル
・マンガコーナーを新設

69 福山市立大学

・学生向け一般雑誌の入替アンケートを実施
・市教育委員会より寄贈を受けた小中高の教科書類を学生及び教員に譲
　渡
・閉館5分前のBGM放送を実施
・館内での水分摂取の許可

70 山口県立大学 -

71 下関市立大学 -

72 山陽小野田市立山口東京理科大学 -

73 香川県立保健医療大学 

・和雑誌（冊子体）8種を新規購入、次年度も購入
・就職活動・国家試験コーナーを新設(平成29年9月)
・閲覧スペースに、個人パーテーション付き4人用閲覧デスク・椅子を
　１セット追加設置（平成29年9月）
・「医中誌Web　検索ガイド」を文献検索講座の対象としている学生
　（大学院生・専攻科生、学部3年生）と、希望の教員に配布。
　（平成29年12月）
・看護師国家試験受験対策の一環として、図書館におけるDVD視聴学習
　の支援体制確立

74 愛媛県立医療技術大学

・マイライブラリの運用・督促メールの自動配信開始(平成29年7月)
・貸出用ノートPC、ラーニングコモンズの利用状況をHPで公開開始
　(平成29年7月)
・図書館公式SNS(facebook,Twitter)の運用開始(平成29年9月)
・「愛媛新聞記事見出し（医療関係）」検索の運用開始(平成29年9月)
・図書館資料持ち帰り用紙袋を設置(平成29年12月)
・カウンター前に手荷物置台の設置(平成29年12月)
・貸出用ブランケットの設置(平成29年12月)
・Taylor & Francis社 電子ジャーナルのバックファイルの利用開始
　(平成30年1月)
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75 高知工科大学

・香美図書館の24時間開館について
　今回、全館の照明をLEDに変えることで、電気料の時間単価が2分の1
　程度となり、ランプの寿命も大幅に延ばすことが出来ましたので、24
　時間の点灯が可能となりました。また、図書館職員を24時間配置する
　ことは出来ない点については、故障に備えて自動貸出返却機を増設す
　るとともに、警備会社と追加の契約をして非常時警備員呼び出しボタ
　ンを設置しました。また防犯カメラも備え付けております。夜間避難
　訓練を職員の誘導無しに実施して、学生だけでも安全に避難できるよ
　う訓練しました。
　これにより一部の書架室を除き、図書館の24時間化を実施し、学生
　がより充実した大学や大学院での学習や研究を進めて行ける図書館環
　境を整備しました。
・永国寺図書館の運営について
　1法人（高知県公立大学法人）、3大学（高知県立大学、高知工科大
　学、高知短期大学）の図書館として、運営を開始しました。
　高知県立大学職員5名、高知工科大学職員1名で共同運営しています。
　また、高知県立大学及び高知工科大学で毎月1回の合同打合せを実施
　しています。
　法人全体として、1法人3大学3キャンパスの図書館では、同一の図書
　システム及びICタグシステムで運営しています。

76 高知県立大学

・ICタグの導入
　ICタグの導入により、蔵書点検の時間短縮など蔵書管理の効率性が
　向上し、図書館資料の貸出の迅速化など図書館サービスの向上も図ら
　れた。
・永国寺図書館の環境整備
　永国寺図書館では、ディスカッションルーム、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、飲食可能な開放的な集いスペー
　ス、無線ＬＡＮなどを整備した。これらの整備により、図書館資料や
　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し、
　あわせて図書等の企画展示による情報提供、学生の交流の促進など、
　図書館サービスが改善された。
　また、永国寺図書館は、高知県立大学、高知工科大学及び高知短期大
　学の共用施設であるため、本年度から高知工科大学と定期的に打ち合
　わせを行い、図書館資料の購入や書架の設置など、サービスの一層の
　充実に向けて取り組んでいる。
・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、飲食ルール
　を見直し、平成29年度から両図書館で飲み物の飲用を、永国寺図書館
　の一部のエリアでは食事を認めることとした。

77 九州歯科大学 -

78 福岡女子大学 -

79 福岡県立大学 -

80 北九州市立大学 -

81 長崎県立大学

・蓋付き飲み物の持ち込みを可とした（平成29年夏季休業中から実施、
　佐世保校・シーボルト校）
・希望図書申込（学生・一般とも）を受付カウンター以外、2，3Ｆに
　ボックスを配置（平成29年11月整備、佐世保校）
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82 大分県立看護科学大学

・利用者ポータルサイトMyOPAC公開（平成29年4月）
・機関リポジトリ公開（平成29年6月）
・本学教員がかかわる講習会の受講生に対し視聴覚資料の貸出を行うた
　め「学外利用者内規」を改正（平成29年7月）
・教員・院生を対象に図書館時間外利用に関するアンケート実施
　（平成29年9月）
・「附属図書館除籍細則」を定める（平成29年9月）
・院生に対する時間外貸出を試行的に実施（平成30年2月）

83 熊本県立大学 ・平成30年2月、1階フロアにラーニングコモンズを設置

84 宮崎県立看護大学 -

85 宮崎公立大学
・学生のILLサービス費用一部補助の運用見直し（平成30年4月より見直
　し案を試行予定）

86 沖縄県立芸術大学 -

87 沖縄県立看護大学

・ラーニングコモンズを仮オープンし、利用ルールや活用方法等検討し
　ながら運用中
・図書館システム更新に伴い蔵書検索機能を充実（リンクリゾルバの導
　入）
・スマートフォンアプリの運用開始（平成29年度中を予定）

88 名桜大学 -


