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令和元年度

各大学図書館主要事業

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

・長期休暇期間（短縮開館期間）の縮小

03 札幌医科大学

-

04 札幌市立大学

-

05 公立はこだて未来大学

・平日開館時間延長、日曜日開館の実施（定期試験対応のため）
・書架区画の見直しおよび配架資料の移動
・博士課程（後期）に対する貸出冊数の拡大

06 青森県立保健大学

-

07 青森公立大学

・図書館の利用状況等に関する調査（アンケート）を実施
（令和元年9月）
・飲み物の飲用（蓋付きの密閉できる容器に限る）を許可
（令和元年11月）
・ゼミ等へのグループ閲覧室の一部開放を開始（令和元年12月）

08 岩手県立大学

・メディアセンター（図書館）の無人開館の運用開始（平成31年４月～）

09 宮城大学
10 秋田県立大学
11 国際教養大学
12 秋田公立美術大学

・図書館システム更改予定（令和2年4月～）
・図書館ウェブサイトに新たにデジタルリソースのページを追加し、
データベースなどの活用促進を図った。
・参考図書を別置するための書架を新設した（令和元年９月）
・照明、コンセント付の閲覧席を新設した（令和元年９月）

13 山形県立保健医療大学

14 山形県立米沢栄養大学

・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用者登録
（令和元年９月）
・自然災害による図書館の休館又は開館時間の短縮について利用細則
を改正（令和元年１１月）
・古本募金について検討中

15 福島県立医科大学

-

16 会津大学

-

17 公立千歳科学技術大学

-

18 茨城県立医療大学

-

19 高崎経済大学

・令和2年4月より本学卒業生の図書館利用証発行手数料を免除する

20 群馬県立女子大学
21 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
（17時→19時 ※前年度から継続実施）

22 前橋工科大学

-

23 埼玉県立大学

-

24 千葉県立保健医療大学

-
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25 首都大学東京

令和元年度

各大学図書館主要事業

内容等

・各種規程・要綱等の改訂
・利用者アンケートの実施（本館）
・利用状況に応じた開館時間変更の検討（荒川館）

26 産業技術大学院大学

-

・土曜日の開館時間を、9：00-17：00から、10：00-18：00に変更
（2019年4月）
・一般利用者の利用時間を、19：00までから、20：00までに延長
27 神奈川県立保健福祉大学
（2019年4月）
・学内者対象「図書館利用アンケート調査」の実施
（2019年10月～12月）

28 横浜市立大学

・高校生向け閲覧席開放サービスの拡大（令和２年２月）
（金沢八景キャンパス）
・市民利用登録者向けの相互利用サービスの提供開始
（平成31年４月）
・カウンターにおける印刷用コピー用紙の販売開始
（平成31年４月）
・館内飲食スペースへのコーヒーサービスの設置（令和元年10月）
（金沢八景キャンパス）

29 新潟県立看護大学
30 新潟県立大学

・ScienceDirectを契約
・卒業研究履修生のうち希望者にのみ貸出日数を2週間から30日に
延長（本実施）

31 長岡造形大学

-

32 山梨県立大学

・「山梨県立大学看護図書館における情報機器及び情報ネットワーク
の利用要綱」制定
・山梨大学との大学間連携に伴う相互利用 開始
・利用者用設置 PC の更新

33 都留文科大学

・デジタル教科書の整備拡大の検討

34 長野大学

-

35 長野県立大学

-

36 公立諏訪東京理科大学

・館内照明の改善を検討中

37 富山県立大学

-

38 石川県立看護大学

-

39 石川県立大学

-

40 金沢美術工芸大学

・リポジトリ規程の策定

41 福井県立大学

・院生全員に文献・図書の取り寄せについての案内メールを送信

42 敦賀市立看護大学
43 岐阜県立看護大学

・ラーニングコモンズの設置を検討中
あわせて、他館視察・学内アンケート・SD/FD研修を実施
（SD/FD研修については令和2年3月予定）

44 情報科学芸術大学院大学
45 岐阜薬科大学

・“おすすめの一冊”コーナーを設置
・通常 学部生は利用不可となっている文献調査室を、定期試験
2週間前から試験終了まで開放
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46 静岡県立大学

内容等

・1階書架に縦書架見出しを分類ごとに多数配置した。
（守山キャンパス図書館）

49 愛知県立芸術大学

-

50 名古屋市立大学

-

51 三重県立看護大学

-

52 公立小松大学

・〈粟津・末広図書館〉
無人開館の試験的実施（平日17－20時及び土曜9－17時）

53 滋賀県立大学

-

54 京都府立大学

-

55 京都府立医科大学

各大学図書館主要事業

・授業前早朝開館の試行 8:30開館・21:30閉館
・2020オープンライブラリーの試行 夏休み期間の高校生利用

47 静岡文化芸術大学
48 愛知県立大学

令和元年度

・洋雑誌の配架順変更（令和元年12月）

56 京都市立芸術大学

-

57 福知山公立大学

-

58 大阪府立大学

・サインの日英併記
・学生用図書館利用ガイド作成

59 大阪市立大学

・学部学生の図書館利用に関する教員アンケートの実施

60 兵庫県立大学

（神戸商科）
・視聴覚ブース機器入替（DVDデッキ・ディスプレイ入替）
・ホームページ改修（2019年度末、または2020年度初めに実装予定）
・留学生コーナー設置
（明石看護）
・バーチャルリアリティの体験コーナーの設置を検討中
・視聴覚コーナーを縮小移動し、研究支援コーナーを整備、学生の
自主学習を支援するための場所を拡充することを検討中
・「SFX、360Link、Scopus、文献管理ツールMendeley」の利用者
講習会の実施
（政策科学研究所）
・日経テレコンアカデミック版を2019.12より導入し、経済・経営系
の教職員・学生の研究・教育に提供
・キャリアセンターと連携した広報活動や就活用のセミナー等を検討中

61 神戸市外国語大学

・書庫のカビ被害対策として、カビ拭き取りキット等を購入

62 神戸市看護大学

-

63 奈良県立医科大学

-

64 奈良県立大学

・国立国会図書館デジタル化資料送信サービスに参加

65 和歌山県立医科大学
66 公立鳥取環境大学

・閲覧室天窓の紫外線対策塗装
・閉架書庫にエアコンを設置

67 島根県立大学
68 岡山県立大学

・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」を導入
・検索コーナーの椅子を一部更新
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令和元年度

各大学図書館主要事業

内容等

69 新見公立大学

・国家試験受験者の学習支援として、1月2月の祝日を臨時開館した。

70 県立広島大学

・広島キャンパス、庄原キャンパス、三原キャンパスで学内者の
利用時間拡大を試行中。

71 広島市立大学

-

72 尾道市立大学

-

73 福山市立大学

・日経BP記事検索サービスを導入
・BOOKデータASPサービスを試験導入
・医中誌webを試験導入
・学部生のILL申込み費用を教育振興会が全額補助
・ノートPCを館内全域で利用可に変更
・会話可能なエリアを拡充
・学生選書ツアーの実施を年間2回→4回に増
・就職関連資料コーナーの新設及び関連資料の購入
・教員連携としてレポート等の課題情報の提供を教員に依頼

74 山口県立大学

-

75 下関市立大学

・図書館システム更新に伴い、学内利用者向けポータルサイトを実装
・館長による学生向けデータベースの活用方法についての説明会を
複数回実施

76

・聴講生への資料貸出を可能とした。（5月～）
・試験期間中の開館時間を、試験期間10日前から試験最終日前日まで
試行的に延長した。（7月～）
・学外者への資料貸出は市内在住者・在勤者のみ可能としていたが、
利用可能範囲を拡大し、県内在住者・在勤者への資料貸出を可能
とした。（8月～）
・図書館内に視聴覚スペースを設置（1月～）

山陽小野田市立山口東京理科大学

77 香川県立保健医療大学

・一部閲覧席の照度不足解消のため、電気スタンド貸出開始（10月）
・次年度より、新入生全員を対象に図書館司書による図書館活用
ガイダンスを実施予定

78 愛媛県立医療技術大学

・一部のデータベース・電子ジャーナルを学外でも利用できるよう
対応(令和元年5月)
・電子ジャーナル配信雑誌をOPACで検索できるよう設定(令和元年7月)
・「試験期間・閲覧席空席状況」をHPで公開試行(令和元年7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」への
参加及び配信雑誌をOPACで検索できるよう対応(令和元年8月)
・ミニほうき＆チリトリを設置(令和2年1月)
・夏期に続き春期閑散期についても地域への閲覧席開放サービス
開始(令和2年2月)

79 高知工科大学
80 高知県立大学

・永国寺・池両図書館の土曜日開館時間の延長（実施済み）
・永国寺図書館の平日夜間開館時間の延長（検討中）

81 九州歯科大学

-

82 福岡女子大学

-

83 福岡県立大学

・学生用のPC環境の整備やプリンターの設置を行う予定。

84 北九州市立大学
85 長崎県立大学

86 大分県立看護科学大学

・データベース検索の渋滞解消に向け、一定期間、同時アクセス数増
の措置対応（佐世保校）
・医療情報配信サービス「メディカルオンライン」のトライアル
を実施（2019年4月、9～10月）
・データベース「CINAHL with Full Text」の学外からの利用開始
（2019年10月）
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87 熊本県立大学

各大学図書館主要事業

内容等

・電子ジャーナル（外国雑誌）の追加契約

88 宮崎県立看護大学
89 宮崎公立大学

令和元年度

・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への参加
（サービスの提供は、教員は令和元年度12月～・学生は令和2年度～）
・学生リクエスト図書購入依頼の上限金額の増額（令和2年度～）

90 沖縄県立芸術大学

-

91 沖縄県立看護大学

-

92 名桜大学

-
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