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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

・ラーニング・コモンズ活性化の「warm up企画」として「なよろの遊
　び方・冬を遊ぶ」をシリーズで開催（12月、1月）
・大学祭においてサイエンスカフェ・ビブリオバトルを開催（7月）
・学生選書ツアーの実施（10月）
・ワークショップ「ラーニング・コモンズの新しい使い方の創造」を開
　催（5月）

03 札幌医科大学
・第13回学術情報ソリューションセミナーin札幌「Walk on the wild
　side　～正解からの解放～」の開催（平成29年7月21日）

04 札幌市立大学 -

05 公立はこだて未来大学 ・他大学図書館との蔵書交換展示

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
　8回実施
　「日本語リテラシー教室」（平成29年4月）
　「ランチ講座」（平成29年7～12月）
・学生選書ツアーの開催（平成29年6月）
・学生ボランティア（ライブラリー・アテンダント）が「図書館総合
　展」のポスターセッションに参加し、取組みを発表（平成29年11月）

09 宮城大学

・イベント「六限の図書館」の開催
　（年3回：トークイベント×2、上映会×1）
　上映会については、事業構想学群教員を中心とした映画祭「MYU
　Cinema Days プロジェクト」の一環として開催
・仙台市精神保健福祉総合センターとの共催による「自死対策における
　図書館キャンペーン」として企画展示を実施（大和キャンパス図書館
　平成29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

・退任教員蔵書頒布会の開催（平成29年5月）
・受業「アカデミック・リテラシー」準備協力、当日支援（平成29年5
　月～7月）
・教職員ポートフォリオ展の開催（平成29年7月～9月）
・附属図書館主催音楽イベントの開催：オープンキャンパス事業
　（平成29年9月）
・本学教職員と学生による附属図書館ＰＲ映像作品の制作、公開
　（平成29年9月）
・当番館として東北地区大学図書館協議会総会を開催（平成29年9月）
・教員向けリポジトリ説明会の開催（平成29年10月）
・ポーランド滞在教員によるワーク・イン・プログレス型企画への協力
　（平成30年2月～3月）
・学生制作作品の展示場所提供および講評会開催受入（通年）
・学外者の団体見学対応（通年）

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 -
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No. 大学名 内容等

16 会津大学 -

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 -

20 群馬県立県民健康科学大学 -

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入
・図書延滞罰則の変更

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.132、133）発行（本館）
・教員が推薦する『学生時代の必読書2016-2017』小冊子作成（本館）
・貸出ランキング冊子の発行（日野館）
・医療系映画上映会（・教員ミニ講演会）（第4回）の実施（荒川館）
・図書館広報誌「らいぶらり」(No.6-10)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」公開（平成29年4月）

27 横浜市立大学

・本学所蔵の貴重資料を活用した市民講座の実施（平成29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29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）41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（1回）
・図書委員会主催で新入生歓迎イベント（4月）
・学生ブックハンティング実施（6月）

29 新潟県立大学 ・学生選書ツアーの開催（平成29年12月）

30 長岡造形大学 -

31 山梨県立大学
・「図書館年報 平成28年度」作成、Web公開
・図書館だより「YONZYA vol.13」発行

32 都留文科大学

・貴重資料のデジタル化を継続して実施し、今年度は、国文学科教員に
　推薦していただいた『和歌古語深秘抄』（ワカ　コゴ　シンピショ
　ウ）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
・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た
　また、イギリス出身の英文学科教員に依頼し、外国語絵本の読み聞か
　せ会を行った
・国文学科・英文学科の共催で8月に開催された、都留国際文学祭に関
　連する図書の展示を行った
・市内中学生の職場体験学習の受入を継続して行っている
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33 長野大学 -

34 富山県立大学 -

35 石川県立看護大学

・石川県大学図書館協議会幹事館として以下の事業を実施した。
　１　定例会議の開催　平成29年6月29日　14大学19名参加
　　　定例会議終了後、本大学教授、川島先生が「ナイチンゲールから
　　　の贈り物　―　すべての人の健康を願って　―」と題して講演を
　　　行った。
　２　特別研修会の開催　平成29年9月22日　13大学21名参加
　　　講師：国立情報学研究所　教授・副所長　安達　淳氏
　　　演題：「危機に瀕する学術情報の現状とその将来　―　電子
　　　ジャーナル問題のこれから　―　」

36 石川県立大学 -

37 金沢美術工芸大学 ・本学所蔵資料による「絵手本データベース」の管理

38 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
　（H29.4）
・「九頭竜川プロジェクト　九頭竜川水系の川づくり」講演会を開催
　（H29.11）
・「県大ライブラリーカフェ　著書を語る「世紀末フランスを魅了した
　アブサンの世界」講演会を開催（H29.6）
・「県大ライブラリーカフェ　著書を語る「空き家・町屋の創造的再
　生」講演会を開催（H29.10）

39 敦賀市立看護大学 -

40 岐阜県立看護大学
・岐阜県図書館との間で相互協力に関する協定を締結（平成30年3月予
　定）

41 情報科学芸術大学院大学 -

42 岐阜薬科大学

・図書館利用案内（平成29年版）の発行
・図書館利用ガイダンス（平成29年4月）
・蔵書点検（平成29年9月）
・版元講師によるSci Finder 利用講習会を開催（平成29年12月）

43 静岡県立大学 -

44 静岡文化芸術大学
・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290冊を受入、配架
・昼休みミニ講座「雑誌の探し方－まちづくり(和文)編」の開催

45 愛知県立大学

・企画展示を7回開催。うち3回は教員との連携展示。（長久手キャンパ
　ス）
・学生ボランティアが企画展示を4回開催。上記展示のうち1回を職員と
　連携。学生ボランティアがお勧めする本の展示やPOPの作成で連携
　（長久手キャンパス）
・学生ボランティアが一週間に1冊のペースで当館所蔵の図書を取り上
　げ紹介する「今週の逸冊」も通年開催（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）

46 愛知県立芸術大学
・音楽学部教員を講師とした図書館特別講座「楽譜の選び方　楽譜と
　は、原典版とは何か？」開催（平成29年6月）
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47 名古屋市立大学

・男女共同参画センターと共同で関連図書展示（平成29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19名（平成29年12月5日、平成30年1月18
　日、1月19日、1月25日、1月26日、2月2日）

48 三重県立看護大学 -

49 滋賀県立大学 -

50 京都府立大学 -

51 京都府立医科大学 -

52 京都市立芸術大学 ・学生選書会の実施（4 月・10 月）

53 福知山公立大学 -

54 大阪府立大学 ・電動集密書架の制御部品交換（一部）

55 大阪市立大学
・「学術情報総合センター防犯カメラ設置及び運用要綱」の制定
　（平成29年10月）

56 兵庫県立大学 -

57 神戸市外国語大学 -

58 神戸市看護大学 -

59 奈良県立医科大学 -

60 奈良県立大学

・情報リテラシー育成支援サービス（通年、12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、13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
・学生会執行委員会図書企画班との連携（11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（11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』を同館と連携して開催した
・奈良県立大学リポジトリを試行で一般公開（1月～）
　JAIRO Cloudを利用して奈良県立大学リポジトリを構築し、試行で一
　般公開した

61 和歌山県立医科大学 -

62 公立鳥取環境大学

・未製本雑誌の貸出を開始（平成29年10月）
・新入生対象図書館ツアーを初めて実施（平成29年4月）
・平成29年度より「情報メディアセンターだより」を発行（平成29年7
　月と12月）
・電子データベースの利用促進のため、教員及び学部3年生以上を対象
　にした講習会を実施（平成29年12月）
・館内で爬虫類の生体4種類を展示し、その関連本を展示する企画展を
　開催（平成29年7月～平成30年2月）
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63 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29年7月・12月）
・愛媛県立医療技術大学との資料交換展示（平成29年11月～12月）
・しまね国際センター所蔵資料展示（平成29年11月～12月）
（出雲キャンパス）
　なし
（松江キャンパス）
・学生によるブックハンティング（平成29年6月・11月）
（全学）
・3 キャンパス学生図書委員合同読書会（平成29年12月）

64 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29年5月）
・オープンキャンパス開催時及び高校生のための授業開放開催時の臨時
　開館
・リユース市の開催（平成29年11月）
・「デートDV防止講座」開催（平成29年11月）
・市内中学生の職場体験の受け入れ（平成29年11月）
・ギャラリー展示事業の実施

65 新見公立大学 -

66 県立広島大学
・「Hiroshima Active Library協働事業」に参加し，公共図書館・大学
　図書館が共通のテーマ（「障害の理解」）で図書を展示した

67 広島市立大学 -

68 尾道市立大学
・市立中学生の職場体験学習受け入れ（8月22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（2年連
　続）

69 福山市立大学 -

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 

・学生団体の図書サークル「ビブリア」（サポート・連携）
　１　学生団体の図書サークル「ビブリア」による、新入生への図書館
　　　利用案内（4月）
　２　学生選書ツアーを初実施（6月、2回目は11月）
　３　学生団体の図書サークル「ビブリア」がオープンキャンパス時に
　　　図書館を案内、オリジナル栞を配布（7月）
　４　学生団体の図書サークル「ビブリア」による図書資料の展示
　　　（通年）
　５　学生団体の図書サークル「ビブリア」がオリジナル缶バッジを作
　　　成、展示図書を借りた利用者へ贈呈（読書週間・クリスマス）
　６　学生団体の図書サークル「ビブリア」主催のよみきかせ講座を開
　　　催（1月）
　７　学生団体の図書サークル「ビブリア」による近隣学童保育所への
　　　読み聞かせ（3月）
・大学院生、専攻科生、各学科の3年生を対象に文献検索講座を実施
　（4月、12月）
・図書委員会と並行している雑誌編集委員会活動では、本学雑誌の「良
　質転化」を目指した依頼稿を行い、今年度の第9巻では14編の論文掲
　載
・今年度から設置された博士後期課程の修了年限を見越し、リポジトリ
　運用指針を改定（12月）
・初開催となる雑誌編集委員会主催の、教員・院生対象英語論文の書き
　方に関する講義に協力（2月）
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74 愛媛県立医療技術大学

・展示「丹治匠絵本原画展」の開催(平成29年10月)
・展示「東日本大震災写真展」の開催(平成29年10月)
・「あなたの好きな絵本は？絵本コンテスト平成29」の開催
　(平成29年11月)
・島根県立大学メディアセンターとの共同企画「交換展示会」の開催
　(平成29年11月)
・図書館サポーターとの共同企画「本の福袋」の開催(平成30年1月)

75 高知工科大学 -

76 高知県立大学 -

77 九州歯科大学 -

78 福岡女子大学 -

79 福岡県立大学

・図書館セミナーの開催（平成29年11月29日）
（内容）
　１　研究推進の立場から
　　　機関リポジトリのあり方について
　２　学生のアクティブラーニング推進の立場から
　　　他大学のラーニングコモンズの動向について
　３　ラーニングコモンズ設置の経緯
　４　ラーニングコモンズを使った授業の公開

80 北九州市立大学 -

81 長崎県立大学

（継続）
・中学校「職場体験学習」生徒の受け入れと、夏季休業中の中学生への
　特別開放（佐世保校・シーボルト校）
・学生による選書ツアーの実施（佐世保校・シーボルト校）
・「図書館だより」5月・11月号の発行（佐世保校）
（新規）
・学生の利用促進の取組の一つとして、春季ガイダンス（1学年）時、
　図書館内見学を実施　（佐世保校）

82 大分県立看護科学大学

・図書企画展示の実施（企画展示5回、特別展示1回）
・図書館広報誌「図書館だより」の発行　Vol.7 (平成29年7月)、Vol.8
　(平成30年1月)
・図書リユースデー開催（平成29年7月)

83 熊本県立大学 -

84 宮崎県立看護大学 -

85 宮崎公立大学
・学生選書ツアーの実施（平成29年11月）
・図書館広報紙『Camellia』vol.7の発行（平成30年3月）

86 沖縄県立芸術大学 -

87 沖縄県立看護大学
・英語多読コーナーの設置
・国試対策webデータベースの導入
・看護技術学習ツール（eナーストレーナー）の導入

88 名桜大学 -


