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１　図書館の新築、増築、改築について

No. 大学名 内容等

01 釧路公立大学 -

02 名寄市立大学 -

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 -

06 青森県立保健大学 -

07 青森公立大学 -

08 岩手県立大学 -

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 -

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 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 -

20 群馬県立女子大学 -

21 群馬県立県民健康科学大学 -

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 -

25 東京都立大学
ルルームの防音工事の実施（荒川館）
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第３　令和2年度　各大学図書館主要事業

No. 大学名 内容等

26 東京都立産業技術大学院大学 -

27 神奈川県立保健福祉大学
・館内トイレの改修（2020年4月）
・特別コレクション受入のための書架の増設および整備（2020年9月）

28 横浜市立大学 -

29 新潟県立看護大学 -

30 新潟県立大学

・新校舎増築（2022年4月共用開始）に伴う図書館既存部分の書架等増設
および出入口の移設・自動ドアに改修
・半個室ブース4席設置

31 長岡造形大学 ・図書館照明のLED化工事

32 山梨県立大学 -

33 都留文科大学 -

34 長野大学 -

35 長野県立大学 -

36 公立諏訪東京理科大学
・コンセント増設工事
・図書館内照明をLDE化工事の実施

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 ・新キャンパス建築工事着工（令和５年度移転予定）

41 福井県立大学 -

42 敦賀市立看護大学 -

43 岐阜県立看護大学 -

44 情報科学芸術大学院大学 -

45 岐阜薬科大学 -

46 静岡県立大学 -

47 静岡文化芸術大学 -

48 愛知県立大学

（守山キャンパス図書館）
・新型コロナウイルス感染症対策で、換気のため窓の網戸及び高性能サー
キュレータを設置、感染防止のため閲覧席に木製衝立を設置

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 -
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No. 大学名 内容等

52 公立小松大学 -

53 滋賀県立大学 -

54 京都府立大学 -

55 京都府立医科大学 -

56 京都市立芸術大学 -

57 福知山公立大学 -

58 大阪府立大学 -

59 大阪市立大学 ・地下３階書庫の書架増設

60 兵庫県立大学 -

61 神戸市外国語大学 -

62 神戸市看護大学 -

63 奈良県立医科大学 -

64 奈良県立大学 -

65 和歌山県立医科大学 ・図書館三葛館ＯＡフロア改修工事

66 公立鳥取環境大学 ・グループ学習室　什器入替え

67 島根県立大学 -

68 岡山県立大学 -

69 新見公立大学 -

70 県立広島大学 -

71 広島市立大学 -

72 尾道市立大学 -

73 福山市立大学 -

74 山口県立大学 ・図書館を新築し、令和3年４月開館に向けて、移転作業を行っている。

75 下関市立大学 -

76 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 -

78 愛媛県立医療技術大学 -

79 高知工科大学 -
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No. 大学名 内容等

80 高知県立大学 -

81 九州歯科大学 -

82 福岡女子大学 -

83 福岡県立大学 -

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 -

87 熊本県立大学 -

88 宮崎県立看護大学 ・図書館入館ゲート及びBDSの更新

89 宮崎公立大学 -

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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２　特色ある蔵書について

No. 大学名 内容等

01 釧路公立大学 -

02 名寄市立大学

・各学科に関連する職業・人生などを取り扱ったマンガを積極的に収集。
・保健福祉学部　社会保育学科　特命教授・絵本作家あべ弘士氏の著作の
収集。

03 札幌医科大学 -

04 札幌市立大学
・デザイン、建築、美術、コンピューターグラフィック等
・看護・医療系資料

05 公立はこだて未来大学

・数理科学、コンピュータサイエンス系の図書
・情報工学、理工系分野の国際会議、シンポジウム、セミナー等の会議録
・デザイン系の洋書、バウハウス関連資料
・杉浦康平コレクション

06 青森県立保健大学 -

07 青森公立大学 -

08 岩手県立大学 -

09 宮城大学 ・各学群に関連した資料の収集

10 秋田県立大学 -

11 国際教養大学 -

12 秋田公立美術大学 ・美術、デザイン、建築関係の図書資料、特に展覧会図録を中心に収集

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 ・コンピュータ理工学に関連する専門書

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 -

20 群馬県立女子大学 -

21 群馬県立県民健康科学大学 ・学部に関連した資料を重点的に収集

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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No. 大学名 内容等

25 東京都立大学

保改革、幕末外交史及び唐津・浜松・山形等の藩政史料。約3,000点）
（本館）

期にわたる村方文書。約3,700点）（本館）

ど東京に関する資料。継続収集中）（本館）

学、情報科学関係コレクション。3,350冊）（日野館）

1,450冊）（日野館）

26 東京都立産業技術大学院大学 -

27 神奈川県立保健福祉大学

・神奈川県匡済会文庫（戦前に出版された資料を中心とする社会福祉事業
およびその関連資料約8,000点のコレクション）
・嶋田啓一郎・津矢子記念文庫（同志社大学名誉教授・故嶋田啓一郎、元
関西学院大学教授・故津矢子夫妻より寄贈された資料約7,600点のコレク
ションで、社会福祉学および社会学分野を中心とする）

28 横浜市立大学

・地方史・社史・団体史のコレクション（金沢八景キャンパス）
・神奈川県・古地図・地誌に関する資料を中心とした貴重書（金沢八景
キャンパス）
・戦時中の海軍慰問雑誌である『戰線文庫』（金沢八景キャンパス）
・約2,000冊の古医書（江戸・明治期）（福浦キャンパス）

29 新潟県立看護大学
・新潟県中越地震および中越沖地震に関する資料を中心とした新潟県にお
ける災害看護関係資料を収集

30 新潟県立大学 ・約8,300冊のロシア語、中国語、韓国語書を所蔵

31 長岡造形大学 -

32 山梨県立大学

・甲府市内で採用されている小学校、一部教科の中学校・高校教科書の購
入（飯田図書館）
・「生きる」コーナー：闘病記、老い・障害・自死・出産等に関する手記
（看護図書館）

33 都留文科大学

1.全国都道府県市史（誌）の収集、全国都道府県教育史（誌）の収集
2.山梨県内郷土誌史の収集
3.ジェンダースタディ関連資料の収集
4.英米語の言語理解のための資料の収集
5.小学校・中学校国語科教科書紹介絵本・児童書
6.重点図書整備（第8次：平成30年度からの3ヵ年計画）によりテーマに
沿った資料の収集【分野①～⑤】
①　和歌集・歌書・物語の写本、版本の収集
②　言語獲得・習得研究と言語理解関係資料の収集
③　世界文学＝World Literature
④　戦前の日本映画を知る雑誌資料
⑤　日本とアジア・太平洋地域の関係および地域研究

34 長野大学
・長野県関係の地域資料(図書・雑誌)の収集
・福祉、環境、観光、経営、情報関連の専門図書を中心に収集

35 長野県立大学 -

36 公立諏訪東京理科大学 -

37 富山県立大学 -

38 石川県立看護大学 -
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No. 大学名 内容等

39 石川県立大学 -

40 金沢美術工芸大学
 ・中外柴田文庫（462冊）
 ・アブラハム・ボス銅版画資料　等美術関連図書

41 福井県立大学

・小倉武一文庫（図書7,486冊・資料6,061点）
・魯迅研究関連文献（478点）   ・菱山泉蔵書（2,430冊）
・都留重人蔵書（1,755冊） 　  ・佐藤金三郎蔵書（1,414冊）
・宮崎義一蔵書（3,809冊）   　・田中豊治蔵書（790冊）
・野村良樹蔵書（3,159冊）   　・伊東光晴蔵書（2,400冊）

42 敦賀市立看護大学 -

43 岐阜県立看護大学 -

44 情報科学芸術大学院大学 -

45 岐阜薬科大学 ・植物・薬草・和漢薬に関する図書

46 静岡県立大学
・岡村昭彦文庫（約18000冊）及び岡村昭彦資料
・浦上喜平収集紙芝居（戦中・戦後の印刷紙芝居194タイトル）

47 静岡文化芸術大学

・髙坂文庫
本学の初代学長に就任予定だった故高坂正堯先生のご遺族から寄贈された
図書、約4,100冊。先生のご専門である国際政治、国際関係や外交の分野
が中心。
・木村文庫
初代学長である故木村尚三郎先生のご遺族から寄贈された図書、約5,100
冊。西洋史を中心とした、文化・芸術に関するコレクション。
・和田文庫
　磐田郡龍山村西川（現：浜松市天竜区龍山町）で山林業･酒造業・回船
問屋を生業とした和田家が、三代（江戸時代中期から後期）にわたり収集
した歌書､史書､漢籍､遠州国学関係書等､約1,100冊。
・ラスキン文庫
イギリスの美術批評家、社会思想家であるジョン・ラスキン（John
Ruskin, 1819～1900）の全集、全39冊。
・ベートーヴェン・コレクション
ベルリン国立図書館所蔵の手書き楽譜資料のマイクロフィッシュ。275点
のカラーフィッシュを含む全460フィッシュの資料集成

48 愛知県立大学

（長久手キャンパス図書館）
・古俳書
およそ500タイトル（700冊）の古俳書を所蔵。
数多くの稀覯本を含み、影印・翻刻の底本となるなど、学術的価値の高い
江戸期俳諧コレクション
・市橋文庫
元本学教授市橋鐸（本名鐸麿）氏が生前に収集し、遺族から寄贈された俳
諧関係の和装本343点（769冊）、洋装本2,056点（2,568冊）、雑誌74誌
・石田文庫
故石田元季氏の手沢本を中心とする国文学関係の文庫
・新村文庫（西洋中世文明ロマンス語）
フランス文学者故新村猛氏が、ヨーロッパ中世文明及びロマンス語の研究
文献として30余年収集された洋書など約9,700冊
・橋詰文庫
橋詰光春氏旧蔵の図書363点（洋書295点、和書68点）の文庫。William
Blake関係図書が中心

49 愛知県立芸術大学 -

50 名古屋市立大学

・大神文庫（田辺通分館）
名古屋市立大学薬学部の前身である名古屋薬学専門学校卒業生である故・
大神薫氏の旧蔵書。漢方古医書類を876冊所蔵

51 三重県立看護大学 -
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No. 大学名 内容等

52 公立小松大学 -

53 滋賀県立大学
・ＭＬ派コレクション（日本の学生運動を記録した一次史料コレクショ
ン）の公開

54 京都府立大学 -

55 京都府立医科大学 -

56 京都市立芸術大学 -

57 福知山公立大学 -

58 大阪府立大学

・ 中尾佐助コレクション
照葉樹林文化論の提唱者として名高い故・中尾佐助大阪府立大学名誉教授
の旧蔵書や研究資料を保管
・ 日本蘭学英学資料
幕末から明治初期の蘭学・英学文献など約450点を収蔵
・ 山崎文庫
　江戸期俳諧書約1200点を収蔵
・ 財団法人洪庵記念会寄贈資料（羽曳野図書センター）

59 大阪市立大学 ・恒藤文庫（恒藤恭：大阪市立大学初代学長の蔵書の一部）の設置

60 兵庫県立大学
・看護学部の図書館でナイチンゲール自身の著作やナイチンゲールに関す
る洋書籍を39冊所蔵（ナイチンゲールコレクション）

61 神戸市外国語大学 -

62 神戸市看護大学 -

63 奈良県立医科大学
・闘病記文庫：市販の闘病記、介護記や患者・家族向けの健康情報等を病
名別に配架

64 奈良県立大学 ・観光、地域振興（まちづくり）関係史料等を重点収集

65 和歌山県立医科大学 -

66 公立鳥取環境大学

・学部に関連した図書の収集
・教員選書による専門図書の収集
・鳥取県出身者の作品や鳥取が舞台となった作品など、鳥取に関連するコ
ミックの収集

67 島根県立大学 -

68 岡山県立大学 ・COC+（地域関連）コーナーを設置し、関連図書を収集

69 新見公立大学
・医学・看護・社会福祉・教育の関連図書を収集
・郷土資料を収集

70 県立広島大学 -

71 広島市立大学 -

72 尾道市立大学

・下垣内文庫（芸備地方を中心とした近世俳諧資料：約3,100点　一部リ
ポジトリで公開）
・高橋玄洋記念室資料（尾道短期大学第１期生で脚本家の高橋玄洋氏の脚
本・美術品等の資料：約870点）※尾道市の寄託資料
・尾道関連資料（尾道ゆかりの著作物等）の収集

73 福山市立大学 -
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No. 大学名 内容等

74 山口県立大学
・桜圃寺内文庫　収蔵資料は約2万点で、近世以来の寺内家の蔵書、正毅
氏個人の蔵書および収集図書・資料（朝鮮関係を含む）、受贈図書などの
和漢書・洋書、文書、写真帖、書簡、軸物から成っている。

75 下関市立大学
・中国、韓国関係資料を収集し、別置している。
・郷土資料（山口関係資料）を収集し、別置している。

76 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 ・医学・看護学等関連書籍、雑誌、視聴覚資料の購入・受入

78 愛媛県立医療技術大学 ・医療マンガ・絵本

79 高知工科大学 -

80 高知県立大学 -

81 九州歯科大学 -

82 福岡女子大学 -

83 福岡県立大学 -

84 北九州市立大学 -

85 長崎県立大学

（継続）
・長崎県関係図書・資料を収集（両校）
・東アジアコーナーに東アジア関係資料の収集整備（佐校）

86 大分県立看護科学大学 -

87 熊本県立大学 -

88 宮崎県立看護大学 -

89 宮崎公立大学 -

90 沖縄県立芸術大学 -

91 沖縄県立看護大学 ・医学・看護系の洋書を一ヵ所に集約し、特設コーナーとして設置

92 名桜大学 -
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３　図書館用機器類の設置状況について

No. 大学名 内容等

01 釧路公立大学
・館内情報検索用端末の設置台数を見直し、利用者用デスクトップ型端末
を19台から9台に変更。

02 名寄市立大学 ・図書館資料用の除菌ボックスの設置

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 ・返却本除菌BOXの設置（自作）

06 青森県立保健大学 -

07 青森公立大学 -

08 岩手県立大学 ・書籍消毒機の設置

09 宮城大学 -

10 秋田県立大学

＜本荘キャンパス＞
・グループ学修室に空気清浄機およびサーキュレーター設置（令和2年12
月）
・ブックポスト増設（令和3年2月）

11 国際教養大学 -

12 秋田公立美術大学 ・キャレルスペースのリニューアル（2020年6月）

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 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 -

20 群馬県立女子大学

・図書館システム更新（令和3年3月）
・ラーニングコモンズ設置（机イス、モニター、ホワイトボード、Wi-
Fi）（令和3年3月）
・閉架書庫に除湿器設置（令和2年12月）

21 群馬県立県民健康科学大学 ・図書館システムの更新（2020年11月）

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 -

25 東京都立大学

26 東京都立産業技術大学院大学 -
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No. 大学名 内容等

27 神奈川県立保健福祉大学 ・無線LAN通信環境の整備（2020年8月）

28 横浜市立大学 ・閲覧席のテーブルにアクリルパーテーションを設置（令和２年12月）

29 新潟県立看護大学 -

30 新潟県立大学
・ 車椅子学生対応の一環として、昇降式閲覧テーブル・学生用貸出ノー
トPC・ポータブルブルーレイプレーヤー各1台導入

31 長岡造形大学 -

32 山梨県立大学 -

33 都留文科大学
・ブックチェックユニット（感知マーカー信号消去・付加器）の更新
・視聴覚機器の更新

34 長野大学 ・退館ゲートシステムの更新

35 長野県立大学 -

36 公立諏訪東京理科大学 -

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 -

41 福井県立大学 -

42 敦賀市立看護大学 -

43 岐阜県立看護大学
・利用者用端末5台を更新（令和3年3月予定）
・利用者用端末に接続のプリンターを有料化（令和3年3月予定）

44 情報科学芸術大学院大学 ・除菌BOXの設置（2020年10月）

45 岐阜薬科大学 ・図書館システムの入れ替え

46 静岡県立大学 ・遠隔授業推進のためのWi-Fiアクセスポイントの追加設置

47 静岡文化芸術大学 ・入退館管理システムの更新（2020年9月）

48 愛知県立大学 -

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 -

53 滋賀県立大学 -

54 京都府立大学
・カウンターに飛沫防止用パーティション、建物1階の出入口に自動体温
測定機器等設置

55 京都府立医科大学 -
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56 京都市立芸術大学 -

57 福知山公立大学 -

58 大阪府立大学 -

59 大阪市立大学 -

60 兵庫県立大学

・図書システムの更新に伴う機器更新
・図書システム更新に合わせてディスカバリーサービス「Summon」および
リンクリゾルバ「360Link」の契約を開始

61 神戸市外国語大学 -

62 神戸市看護大学 -

63 奈良県立医科大学 -

64 奈良県立大学 -

65 和歌山県立医科大学 -

66 公立鳥取環境大学 -

67 島根県立大学 -

68 岡山県立大学
・OPACをリニューアル
・図書館システムを更新

69 新見公立大学 -

70 県立広島大学 -

71 広島市立大学 -

72 尾道市立大学 -

73 福山市立大学 ・開架スペースに書架を増設

74 山口県立大学

・新型コロナウイルス感染予防対策のため、除菌ボックスを設置した。
・令和3年度新図書館開館に向けて、入退館システム、BDSシステム、自動
貸出機等の設置を進めている。

75 下関市立大学 ・返却ポスト設置

76 山陽小野田市立山口東京理科大学
・除菌ボックスを本館・別館に１台ずつ設置。
・閉架書庫に除湿設備を導入。

77 香川県立保健医療大学 -

78 愛媛県立医療技術大学 -

79 高知工科大学 -

80 高知県立大学

・書架の増設（永国寺図書館）
・集密書架の更新（池図書館）
・図書除菌機の設置

81 九州歯科大学 -

82 福岡女子大学 -
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83 福岡県立大学 -

84 北九州市立大学 ・図書消毒機（ブッククリーン）、検温モニタを新規設置した。

85 長崎県立大学 ・除菌ボックス（シ校）

86 大分県立看護科学大学 ・退館ゲートの更新（令和2年8月）

87 熊本県立大学 -

88 宮崎県立看護大学 -

89 宮崎公立大学 ・入退館ゲート・BDS入替

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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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

・新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、開館時間、閲覧席の利用
などのサービスに制限が生じたが、現在では平日の開館時間は平常時と同
様に午前9時から午後9時までとしている。また、閲覧席の利用も現在は80
席まで利用可としている。

03 札幌医科大学 -

04 札幌市立大学

・学認を経由した学外からのデータベースへのアクセス
・COVID19対策をしての開館
・図書、文献複写の郵送サービス

05 公立はこだて未来大学

１．新型コロナウィルス対策関連
　　・返却本の除菌
　　・郵送貸出の実施
　　・論文検索講習会のオンライン配信
　　・動画コンテンツ（図書館紹介動画）の作成と公開
　　・電子書籍の拡充
　　・新入生向けwebサイトの作成と公開

２．その他
　・電子書籍選書会の実施（試行）
　・スマホ版「学内蔵書検索アプリ」の提供

06 青森県立保健大学

・キャレルの増設（令和2年3月）
・グループワーク用机・椅子の入替（令和2年3月）
・「医書.jp」導入（令和2年4月～）
・教員の文献複写料金について、図書館予算化及びドキュメントデリバ
リーサービスの受付開始（令和2年4月～）
・データベースと電子ジャーナルのリモートアクセスの拡大（令和2年4月
～）
・電子書籍の積極購入（令和2年7月～）

07 青森公立大学 -

08 岩手県立大学 ・電子書籍の導入

09 宮城大学

・図書館システムの更新（令和２年９月）
・コロナ対策（館内整備・サービス）
　カウンターにアクリル板を設置、入退館口および館内に消毒液等を設
置、閲覧室の定期的な換気を実施、返却資料の消毒及び一定期間の別置措
置、閲覧席の配置変更、入館口にカードリーダーを設置（大和）、郵送に
よる貸出等の実施

10 秋田県立大学

＜全キャンパス＞
・図書館システム更改（令和2年4月）
＜秋田キャンパス＞
・貸出用ノートパソコンの増台（令和3年3月）
＜本荘キャンパス＞
・ノートパソコン貸出サービス開始（令和3年1月）
・開館時間の延長　8:00-8:30　（令和3年4月予定）

11 国際教養大学

・コロナ禍により春学期・秋学期の授業が全面的にオンライン化し、自宅
等での受講に切り換えられたことに伴い、キャンパスに来られない学生に
対して、５月からオンラインレファレンスサービスを週２回、図書の郵送
貸出サービスやデジタルリソースの学外からのアクセスの強化などを行っ
た。
・Web of Science の導入
・和書、洋書の配架位置及び名称の変更を行い、図書を全面的に移動し
た。
・デジタルリソースのリモートアクセスをより強化にするため、来年度か
らの EZproxy 導入に向けて現在環境設定を急いでいる。

12 秋田公立美術大学 ・閲覧席へのコンセント増設を検討中
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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 ・2F閲覧室、パソコン専用コーナーのレイアウト変更

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 -

20 群馬県立女子大学 -

21 群馬県立県民健康科学大学 ・リポジトリ規程の策定

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 -

25 東京都立大学

複写等）を実施

ド等の提供

施（荒川館）

26 東京都立産業技術大学院大学 -

27 神奈川県立保健福祉大学

・図書館ウェブサイトの全面改修（2020年4月）
・利用案内動画の作成（館内に端末とモニタを設置して放映する予定）
（2020年10月）
・一部データベースを学外アクセスに対応できるよう契約変更（2020年11
月）
・学内者対象「利用者アンケート調査」のオンラインでの実施（2020年12
月）

28 横浜市立大学

【新型コロナウイルス対応】
＊LINE等を活用したオンラインレファレンスの実施（令和２年５月）
＊郵送貸出、複写物の送付サービスの開始（令和２年５月）
＊ガイダンス動画の配信（令和２年５月）
＊電子ブックのオンライン展示による紹介（令和２年５月）
＊Webサイトに「自宅から利用できる図書館サービス」を掲載（令和２年
５月）
＊利用停止中のグループ学習用スペースにおける、利用頻度の高い多読資
料の配架（令和２年９月）

29 新潟県立看護大学

・新型コロナウィルス感染症対策のため、来館できない学生・教職員に向
けた図書・文献の郵送サービスを開始
・データベースを使用した文献検索講習の動画を作成し、利用教育を行っ
た

30 新潟県立大学 -

31 長岡造形大学 -
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32 山梨県立大学
・コロナ禍における学生への図書貸出郵送サービス
・山梨大学との大学間連携に伴う相互利用による送料無料化

33 都留文科大学
・返却ブックポストの常時開放
・データーベースのアクセス数の拡大

34 長野大学
・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に契約
変更。
・利用者教育の充実をはかる目的で図書館ガイダンスの動画制作

35 長野県立大学 -

36 公立諏訪東京理科大学

・新型コロナウイルス感染防止のためアクリルパーテーションの設置
・自宅から使える図書館サービスの周知に伴い、図書館ホームページの改
善
・コンセント付き閲覧机の設置

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 -

41 福井県立大学
・「東洋経済デジタルコンテンツライブラリー」、「ルーラル電子図書
館」の導入

42 敦賀市立看護大学 -

43 岐阜県立看護大学

・学外アクセス用システム（RemoteXs）の導入（令和3年3月予定）
・パッケージ型電子ブック（eナーストレーナー）の導入
・買い切り型電子ブック（KinoDen）の導入
・アグリゲータ系電子ジャーナル（メディカルオンライン）のフリーアク
セス化
・動画配信サービス（ビジュランクラウド、Educational Video Online）
の導入

44 情報科学芸術大学院大学 -

45 岐阜薬科大学

・新型コロナ感染防止対策として、図書館入口での手洗い・消毒と、館内
利用簿への氏名・体温・入館時刻等の記入を義務付け
・閲覧机にパーテーションを設置し、閲覧席利用後は学生が各自、備え付
けの消毒薬とペーパータオルで拭いてから退席
・館内は南北の窓を常時開けて換気

46 静岡県立大学

・開館時間の変更（授業前開館の開始）9:00－22:00 ⇒ 8:30－21:30
・卒業予定者・院生・教職員を対象とした図書資料及び文献複写物の自宅
等への配送サービス開始（2020年10月～）
・夏休み期間中の高校生利用（2020年度はコロナで中止。2021年試行予
定）

47 静岡文化芸術大学

・「視覚」に関する展示 （2020年4月～）
・学科新入生向け図書館ガイダンス （必修科目に於いてオンライン形式
で実施）
・図書館・情報センターだより『温故知新』（第36号・第37号）発行
・本学創立20周年記念事業「髙坂文庫〔泉川本〕[仮称] 整備」推進
・Moving Text‐映画資料を読む‐（寄贈された映画資料の展示企画等）
実施

48 愛知県立大学

（長久手キャンパス図書館）
・教員、学生と連携しWeb展示を開催
・データベース活用講座等の利用者教育用動画を作成し、学生・教員に配
信
（守山キャンパス図書館）
・契約データベースの「医中誌Web」・「メディカルオンライン」につい
て、外部フリーアクセスを導入
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49 愛知県立芸術大学 ・「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」開始（2020年12月）

50 名古屋市立大学 -

51 三重県立看護大学 -

52 公立小松大学

【サービス改善】
・新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、データベース等への学
外からのアクセス数を拡大
・電子ジャーナル及びデータベース利用促進のためのコンテンツ作成
・OPAC機能の拡大：利用者個人コンテンツ用のパスワード発行、周知
・各キャンパスの特色に対応する蔵書構成の強化
（粟津図書館：工学系、末広図書館：医療系）

53 滋賀県立大学

・ホームページのリニューアル
・各種ガイダンス用動画の作成
・図書館ポータルからの施設予約開始
・郵送貸出の開始
・リモートアクセスサービスの開始

54 京都府立大学
・コロナ対策として、在宅でより多くの電子媒体を閲覧できるよう、環境
整備や提供種類の充実を急いでいる。

55 京都府立医科大学 -

56 京都市立芸術大学 -

57 福知山公立大学

・電子ジャーナルの契約（令和2年4月～）
・電子ブックの購入検討中
・国立国会図書館デジタル化資料送信サービスを閲覧利用のみから複写利
用可能に変更（令和2年6月～）

58 大阪府立大学

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新たに下記サービスを実施し
た。
・図書、学内文献複写郵送サービス（学生、教員対象）
・オンラインレファレンスサービス
・文献検索法動画の作成・Webでの公開

59 大阪市立大学

・図書館ガイダンス動画の作成公開
・図書館公式twitterおよび質問箱の開設
・学生用電子ブックの充実

60 兵庫県立大学
・郵送貸出の実施
・「Scopus」「文献管理ツールMendeley」の利用者講習会の実施

61 神戸市外国語大学 -

62 神戸市看護大学 -

63 奈良県立医科大学

・コロナ禍による学生への図書郵送貸出実施
・リモートアクセス対応資料の拡充
・閲覧個席にアクリルパネル設置

64 奈良県立大学 -

65 和歌山県立医科大学 -

66 公立鳥取環境大学

・遠隔授業実施に伴い、学内アクセス限定の電子ジャーナルやデータベー
ス、電子書籍を学外からもアクセスできるように整備
・新たに電子ジャーナル２種を追加導入
・継続中のデータベースを収録数の多い製品にアップグレード
・遠隔授業実施期間中は、郵送による図書貸出サービスも実施。

67 島根県立大学 -
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68 岡山県立大学

・コロナウイルス感染症予防のための取組み
・飛沫対策のアクリル板、足形サインを設置
・アルコール消毒やOAクリーナーを設置
・ドアノブ、ゲート、マウス、キーボード等の消毒実施
・返却資料の一定期間隔離
・電子書籍を導入
・閲覧席に仕切り板を設置
・閲覧席にコンセントを設置
・研究閲覧室の壁クロスを貼替
・研究閲覧室にサーキュレータを設置

69 新見公立大学 -

70 県立広島大学

来館を伴わないサービスを新たに開始した。
・<学生対象> 宅配貸出サービス（令和２年６月１日開始）
・<学生対象> 館内資料の文献複写（郵送）サービス（令和２年６月10日
開始）
・<学生対象> 学修支援講座をオンライン開催（令和２年９月４日）
（「レポート・論文の書き方講座」・「レポート作成のロジカルシンキン
グ」）

71 広島市立大学 -

72 尾道市立大学 -

73 福山市立大学

・BOOKデータASPサービスを導入
・医中誌Webを導入，オンライン講習会を実施
・オンラインでの新入生向け図書館ガイダンスを実施
・オンラインでの貸出更新サービスを実施
・オンライン学生選書ツアーを実施
・YouTubeによる図書紹介を実施
・オンラインでのビブリオバトルを実施
・郵送貸出サービス，ILL複写文献の自宅等転送サービス，オンラインレ
ファレンスサービス，データベースの学外アクセス利用を実施
・電子書籍のトライアルを実施（2021年度導入予定）

74 山口県立大学
・令和3年度新図書館開館に向けて、図書館サービス及び各施設の利用方
法について検討を行っている。

75 下関市立大学

・図書館の公式Twitterの運用開始。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため来館が難しい場合の郵送返却受
付開始。
・学生向けに、学術論文・デジタル資料の探し方について、オンラインで
紹介するページを公開した。

76 山陽小野田市立山口東京理科大学

・新入生への利用ガイダンスをオンラインで実施。
・動画配信サービスの学外利用を可能とした。
・消毒コーナー、除菌ボックスを設置。
・電子書籍蔵書拡充。
・閲覧席に仕切板を増設（予定）。
・図書館ホームページの再構築（予定）。
・カビ対策のため燻蒸を実施（予定）。

77 香川県立保健医療大学 

・利用の少ない和雑誌・オンラインジャーナルの購読中止
・医中誌web版のアクセスフリー購入
・学内・学外者の入館受付票の導入

78 愛媛県立医療技術大学

・新型コロナウイルスの新聞切り抜きファイルを作成、検索タグを付与
(令和2年7月)
・返却予定日1日前メール通知設定(令和2年12月)

79 高知工科大学 -

80 高知県立大学 ・除籍した図書の無償譲渡および売却等の利活用（計画中）

81 九州歯科大学 -
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第３　令和2年度　各大学図書館主要事業

No. 大学名 内容等

82 福岡女子大学 -

83 福岡県立大学 -

84 北九州市立大学 -

85 長崎県立大学

・学内者が自宅からデータベース検索ができるよう、一部のデータベース
で、一定期間、外部アクセスの活用（両校）
・図書館ガイダンスを春季に１年、秋季に２年以上（大学院を含む）の学
年に実施する中、一部、遠隔授業による実施（佐校）

86 大分県立看護科学大学

・学外からID・パスワードによるデータベース（CINAHL with Full
Text）の
利用を開始（令和2年4月）医中誌Webについても学外からの利用を検討
中。

87 熊本県立大学 -

88 宮崎県立看護大学 -

89 宮崎公立大学 ・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

① ラーニング・コモンズにキャスター付きのホワイトボードを５台設置
した
② 逐次刊行物の配架方法をアルファベット順から五十音順へ変更した
③ リポジトリを開設した

92 名桜大学 -
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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 -

03 札幌医科大学 -

04 札幌市立大学 ・札幌市立大学附属図書館ニュースレター「のほほん」第14号の発行

05 公立はこだて未来大学
・函館市内の大学・公共図書館等との合同研修会の開催
（テーマ：「テクノロジーが変える図書館のカタチと未来）

06 青森県立保健大学 -

07 青森公立大学 -

08 岩手県立大学

・新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、開館時間の縮小、利用制限
を設けて開館
・図書館ラーニング・コモンズ学習支援企画として利用講習会、企画展示
を実施
・学生ボランティア（ライブラリー・アテンダント）によるTwitter上で
の図書館案内、図書館総合展ポスターセッション（オンライン開催）での
利用案内や活動報告の実施

09 宮城大学

・図書館利用促進事業「六限の図書館」の開催
　Vol.20　シラバスに載っていない参考図書2020（おすすめ図書リストの
配布）
　Vol.21　考えて書く、書いて考える—レポート執筆の基本と実践—
　オンラインによるライティング講座）
・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2020年12月、太白2021
年1月）

10 秋田県立大学

＜秋田・本荘キャンパス＞
・閲覧席に飛沫防止パネル設置（令和3年9月）
＜本荘キャンパス＞
・地震対策として書架に図書落下防止シートを設置（令和3年2月）

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 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 -

20 群馬県立女子大学 -

21 群馬県立県民健康科学大学 -

22 前橋工科大学 -
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No. 大学名 内容等

23 埼玉県立大学 -

24 千葉県立保健医療大学 -

25 東京都立大学

強化等、感染防止対策の実施

館）

館）

26 東京都立産業技術大学院大学 -

27 神奈川県立保健福祉大学

・各ジャーナル出版社のCOVID-19対応、およびデータベース提供元主催の
オンライン講習会についての情報等をメールで周知（2020年5月から9月ま
で）
・緊急事態宣言発令に伴い、学内利用者向けに郵送貸出を試行（2020年5
月から6月）
・一部データベースの学外アクセス利用の臨時措置（2020年5月から10
月）

28 横浜市立大学 -

29 新潟県立看護大学

・新潟県立看護大学図書館Library Newsletter　44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・10~11月）
・図書委員会主催で「図書館のちからプロジェクト」と称したオンライン
学生ブックハンティング（11月）を開催。また、ブックハンティングに参
加した学生からＰＯＰを作成してもらい、展示を行なった（3～4月）
・研究推進委員会と図書委員会の共催で「科研費申請に役立つ研究活動の
ためのおすすめ資料展示」を開催（8～10月）
・「認知症の人と家族の会」との共催で、9月の世界アルツハイマー月間
に合わせて特別テーマ展示「認知症を知ろう！」を開催（9月）

30 新潟県立大学

・新型コロナウイルス感染症対策として、カウンターにビニールシート吊
下げ・館内にアルコール手指消毒液設置・閲覧席間引き・学外者利用停止
・学生ブックハンティングをWebで開催（11月）、参加者作成POP展示
・企画展示（数か月ごとにテーマを変えて展示）および県主催「北朝鮮に
よる拉致問題を考える巡回パネル展」に合わせた関連資料展示
・国際経済学部開設に伴う図書整備5か年計画の2年目

31 長岡造形大学 -

32 山梨県立大学 ・「図書館年報 令和元年度」作成、Web 公開

33 都留文科大学

・新型コロナウイルス感染症対策実施
（学生証による入館記録、学外者の利用停止、非接触式自動検温器の設
置、入館時のマスク着用と手指消毒の励行、座席数の削減、グループで使
用する学習室の利用停止、換気用外調機の運転、開館日・開館時間の縮
小）の実施
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34 長野大学

・令和2年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から下記の対
策を実施。
①風邪等症状のある方は入館をお断りする。
②来館時は、マスク着用、入口に設置した消毒液で手指消毒の励行。
③大学の対面授業等の開講状況に応じて開館時間の変更、閉館等の実施。
④学外者の入館を一時的に制限。
⑤図書館閲覧室及び自習室の座席を減らし、対面着席や密集状況を防ぐ対
策を実施。
⑥グループで使用する学習室を一定期間休止。
⑦メインカウンター等に飛沫対策のシートを設置。
⑧定期的に図書館内の換気を実施。

35 長野県立大学 -

36 公立諏訪東京理科大学 -

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 -

41 福井県立大学

・郵送による貸出サービス（令和2年4月～）
・教員研究費購入図書・雑誌の配達（令和2年4月～）
・論文等文献複写物の郵送サービス（令和2年5月～）
・遠隔授業用のページに資料の検索方法と図書館案内の動画を掲載（令和
2年5月）
・大学見学会での図書館案内（令和2年8月）
・閲覧席数の調整、飛沫防止パネルの設置、サーマルカメラの設置、消毒
液・除菌シートの常設等

42 敦賀市立看護大学 -

43 岐阜県立看護大学 -

44 情報科学芸術大学院大学 -

45 岐阜薬科大学
・図書館利用案内（令和2年度版）発行
・図書館利用ガイダンスZoomにより実施（令和2年4月）

46 静岡県立大学

・本学附属図書館、県立中央図書館、県立美術館の３館合同による岡村昭
彦展の開催（2020年10～11月）。岡村昭彦に係る講演会、写真展、系譜・
図書展示等を実施。
・学生選書ツアーの実施（2020年11月）
・図書館施設紹介動画をYouTubeで発信

47 静岡文化芸術大学

・新型コロナウイルス感染症への対応
3月31日　　学外者の館内利用を休止（浜松市内で感染者が発見されたた
め）。
4月18日　　臨時休館（緊急事態宣言のため）。5月末日まで。
4月23日　　学外から利用できるWebサイト上の学術情報提供サービスをま
とめ、当館Webサイトで公開。通常は学内利用限定のオンライン・データ
ベースやeBookの一部について、学外からも利用できるサービスを開始。
5月12日　　通常は実習形式で行っている新入生対象の図書館ガイダンス｢
資料探索法｣につい　て､オンライン講義用コンテンツを制作し､必修科目
の講義で使用｡
6月1日　　本学学生を対象に、予約制による入館利用や、一部の館内サー
ビスを再開。メールによる文献複写依頼の受付サービスを開始。
10月1日　　学内者を対象に、一部のサービスを除き、ほぼ通常どおりの
運用を再開。
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48 愛知県立大学
・新型コロナウイルス感染症の影響により、休館を経て短縮開館に移行
し、各種サービスの制限、変更を実施

49 愛知県立芸術大学
・大学の活動指針（レベル）に従い、臨時休館（郵送貸出）、予約者専用
限定開館、限定開館を実施

50 名古屋市立大学

・男女共同参画推進センターと共同で関連図書の展示（令和２年10月）
・教職員・学生を対象とした英語論文執筆セミナーの実施（令和３年２
月）
・学生が情報検索等について学ぶことのできる「データベース使い方動
画」の作成・公開（令和２年12月）

51 三重県立看護大学 -

52 公立小松大学 -

53 滋賀県立大学 -

54 京都府立大学 -

55 京都府立医科大学 -

56 京都市立芸術大学 -

57 福知山公立大学

・図書郵送貸出サービス・文献複写郵送サービスの実施（令和2年6月～）
・学生選書委員の募集及び選書図書の展示（令和2年11月～令和3年2月）
・メディアセンター報「桔梗」第5号発行予定（令和3年3月）

58 大阪府立大学 -

59 大阪市立大学

・Web学生選書の実施（Webでは初めて）
・ペーパーバックコーナー開設
・ＯＰＡＣへの文庫データベースへのリンクボタン設置

60 兵庫県立大学 -

61 神戸市外国語大学 -

62 神戸市看護大学 -

63 奈良県立医科大学 ・医学・看護関連書籍の選書ツアー実施（＠5万円×20名）

64 奈良県立大学

・情報リテラシ－育成支援サービス
　図書館ガイダンスを実施
・紹介図書展示
　司書によるテーマ図書展示を開催

65 和歌山県立医科大学 -

66 公立鳥取環境大学

・インターネットを利用したブックハンティングの実施（１月）
・情報メディアセンターだよりの発行（６月）
・高校生の職場体験実習の受入れ（１０月・５日間）

67 島根県立大学 -

68 岡山県立大学

・ブックフェア2020をWebで開催（令和2年10月）
・図書館講習会（ScienceDirect, Mendeley）をオンラインで開催（令和2
年10月）
・研究シーズパネルを展示（令和2年10月）
・図書館活性化事業（図書館カフェ）を開催（令和2年11月）
・WEB選書2020を開催（選書ツアーにかわるもの）（令和2年12月）

69 新見公立大学 -
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70 県立広島大学 -

71 広島市立大学 -

72 尾道市立大学 -

73 福山市立大学 -

74 山口県立大学 -

75 下関市立大学 ・学生によるオンラインブックハンティングを実施。

76 山陽小野田市立山口東京理科大学 ・ブックハンティング開催（12月・オンライン）

77 香川県立保健医療大学 -

78 愛媛県立医療技術大学

・新型コロナウイルス対策（座席数の削減、テーブルに間仕切りの設置、
サーキュレーターの設置、トイレの改修、常時換気、手指消毒、入館制限
等）の実施
・オンラインでの文献検索講習会の実施(令和2年5・6月)

79 高知工科大学 -

80 高知県立大学
・蔵書構築方針（令和元年度に制定）に沿った図書館資料の計画的除籍に
着手

81 九州歯科大学 -

82 福岡女子大学 -

83 福岡県立大学 -

84 北九州市立大学
・館内（閲覧席、ドアノブ、エレベーターのボタン等）の抗菌処理を行っ
た。

85 長崎県立大学

（継続）
・学生の利用促進への取組と地域社会への広報活動の一環として、「図書
館だより」５月・１１月号の発行と該当学年及び公的図書館等への配付
（佐校）

86 大分県立看護科学大学 -

87 熊本県立大学 -

88 宮崎県立看護大学 -

89 宮崎公立大学
・学生選書ツアーの実施（令和2年11月）
・新型コロナウイルス感染症に関する各種対策を実施

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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