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令和3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

・館内Wi-Fi無線設備整備（令和４年度）

02 名寄市立大学

・昨年度に続き、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、2022年1月現在で
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

・学生購入リクエストのWeb受付開始

04 札幌市立大学

-

05 公立はこだて未来大学

・zoom用背景画像提供実施
・「日経TechFind」トライアル実施
・電子書籍の拡充
・閲覧室の机や椅子に抗ウイルス、抗菌コーティング実施
・「先輩サポーター」による学習相談（対面）の実施
・「オンライン読書ルーム」の実施

06 公立千歳科学技術大学

-

07 青森県立保健大学

-

08 青森公立大学

・必修講義内で、図書館の利用方法や情報収集の方法について図書館職
員がゲストスピーカーとしてガイダンスを行う仕組みづくり(2021年4
月)
・サークル、ゼミ等の発表の場として図書館スペースの活用を提案し、
創作物を展示（2021年10月）
・2ヵ月に1回程度、テーマに沿って職員が選書した図書を展示し、研究
や読書の推進を行うと共に、館内に図書館職員が手作りした「手作り
ハーバリウム」を設置するなど、遊び心や親しみやすさを提供。(2021
年4月)

09 岩手県立大学

・持込パソコン利用可能スペースの拡大

10 宮城大学

11 秋田県立大学

・昨年に引き続き、コロナ感染防止対策を継続実施
・館内の照明をLEDに更新（書庫含む）（大和キャンパス図書館）
・館内にサーキュレーターを10台設置（大和キャンパス図書館）
＜秋田・本荘キャンパス＞
・図書館利用案内動画公開（令和３年４月）
＜本荘キャンパス＞
・平日の開館時間延長（令和３年４月）
・授業期間：8:30～23:00→8:00～23:00
・試験期間：8:30～24:00→8:00～24:00
※8:00～8:30および19:00以降は無人開館

12 国際教養大学

・2021年4月にOCLC社のEZproxyを導入し、40万タイトル以上の電子書籍
を始めとする全てのデジタルリソースのリモートアクセスを実現した。
併せてデジタルリソースのアクセスをShibboleth（学認）認証とし、ア
クセスの利便性を向上した。
・指定図書、教科書及び参考書の一部42タイトルを電子書籍として購入
した。

13 秋田公立美術大学

・カーペットの張り替え

14 山形県立保健医療大学

-

15 山形県立米沢栄養大学

-

16 福島県立医科大学

-
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17 会津大学

-

18 茨城県立医療大学

-

19 高崎経済大学

-

・大学紀要のバックナンバーを電子化し、機関リポジトリへの掲載を進
めていくことを検討中。
・買い切り型電子ブック（KinoDen、Maruzen ebook Library）の導入
21 群馬県立県民健康科学大学
（2022年３月予定）
20 群馬県立女子大学

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
26 東京都立産業技術大学院大学

・図書館内の会話可能エリアと不可エリアの明確化（本館）
・時間ごとの在館人数分析を基にした開館時間の変更（本館）
・個人席増を目的としたキャレルルームのレイアウト変更（荒川館）
-

27 神奈川県立保健福祉大学 ・個室、グループ学習室の自由使用化(2021年12月)

28 横浜市立大学

・ガイダンス専用の教室をガイダンス未実施中、自修室として開放開始
（令和３年４月）
・初年次教育向けのレポートひな形・実験レポートひな形のオンライン
公開（令和３年10月）
・契約を中止した電子ジャーナルのPPVによる提供開始（令和４年１
月）

29 新潟県立看護大学

・学外者の利用を事前予約制・時間短縮で再開

30 新潟県立大学

・ICタグ導入（運用開始は2022年4月）
・大学院共同研究室資料を図書館に移管

31 長岡造形大学

-

32 山梨県立大学

・構内のみで利用可能であったデータベース「医中誌Web」
「magazineplus」を リモートアクセス契約 に変更
・「ジャパンナレッジ」「ジャパンタイムズデジタル」を新規契約
・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の継続
・コロナ禍で中止していた夜間開館（飯田図書館 19時～21時30分、看
護図書館 20時～22時30分）の利用を学内者のみ再開。（2021年11月よ
り）

33 都留文科大学

・大学ホームページ変更に伴い図書館ホームページ変更
・図書館公式Twitter開始
＜新型コロナウイルス感染症対策＞
・新入生向けオリエンテーションを対面型から動画視聴型へ変更
・利用者用端末、学習室（5部屋）への飛沫防止パーテーション設置
・図書館ガイダンスは対面及びオンラインのどちらにも対応
・感染拡大防止のため臨時休館・開館時間縮小せざるを得ない時期につ
いては、郵送サービス、事前申込によるエントランスでの貸出、事前申
請制入館など、状況に合わせた利用者サービスを行った。
・学外者へのサービスを再開

34 長野大学

・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システム
更新を検討中。

35 長野県立大学

・【検討中】大学ホームページに設けられた図書館専用ページの拡充

36 公立諏訪東京理科大学

-

37 富山県立大学

-
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38 石川県立看護大学

-

39 石川県立大学

-

40 公立小松大学

・新入生への検索ガイダンスを実施
・電子書籍サービス拡大

41 金沢美術工芸大学

-

42 福井県立大学

-

43 敦賀市立看護大学

-

44 岐阜県立看護大学

-

45 情報科学芸術大学院大学

-

46 岐阜薬科大学

・新型コロナ感染防止対策として、図書館入り口での手洗い・消毒と、
館内利用簿への氏名・体温・入館時刻等の記入義務付け、換気を継続

47 静岡県立大学

・学外者利用中止の継続。本学大学院受験予定者が過去問題を閲覧する
場合に限り利用可能。
・夏期休業期間中の高校生利用を開始（まん延防止等重点措置が県に適
用され、本学の活動指針のレベルが引き上げられたことを受け、４日間
の実施にとどまった）。
・ラーニングコモンズフロアを、会話を必要とする遠隔授業（個人学
習）の場として提供。グループ活動は書庫の一部で行えるようにした。
・電子ブックの配信プラットフォームの増設（KinoDenの導入）。

48 静岡文化芸術大学

・映画資料展「Moving Text -映画資料を読む-」を開催 （2021年3月～
4月）
・館内「メディアステーション」を改修し、学生がグループワークやプ
レゼンテーション等を出来る場にリニューアル （2021年10月）
・大学公式Webサイトの更新に合わせ、図書館・情報センター公式Webサ
イトをリニューアル （2021年4月）
・大学LMS「SUAC manaba」の認証を利用し、データベース「聞蔵Ⅱビ
ジュアル」の学外から利用を実施（2021年4月）

・国立国会図書館の「図書館向けデジタル化資料送信サービス」の提供
開始
・機関リポジトリの公開
49 静岡県立農林環境専門職大学
・返却ポストの設置
・自習室の照明更新（照度改善）
・県立図書館所蔵資料の取寄せサービス（無料）の提供開始

50 愛知県立大学

（長久手キャンパス図書館）
・電子書籍サービス「KinoDen」を新規導入
（守山キャンパス図書館）
・契約データベース「メディカルオンライン」について、電子書籍サー
ビスを追加導入

51 愛知県立芸術大学

・電子書籍の導入

52 名古屋市立大学

-

53 三重県立看護大学

-

54 滋賀県立大学

-

55 京都府立大学

・ 新型コロナウイルス対策として、オンライン授業・在宅等でより多
くの電子コンテンツを閲覧利用できるように、新聞および辞書・辞典
データベースを新規契約し、提供 種類の充実を図った。
・ これまで学内ネットワーク接続のＰＣに限定して閲覧利用をしてい
た電子コンテンツについて、クラウド版プロキシサーバを新規契約し、
学外からでも利用できる環境を整備した。
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56 京都府立医科大学

-

57 京都市立芸術大学

-

58 福知山公立大学

各大学図書館主要事業

・令和2年度に引き続き、来館を伴わないサービスを実施した。
（令和3年6月～）
図書郵送貸出サービス
文献複写郵送サービス
・新書の新刊コーナーの設置

59 大阪府立大学

-

60 大阪市立大学

-

61 兵庫県立大学

・看護学部の図書館で、正常/異常な臓器、骨格・筋肉の状態や心臓の
動きを3Dで観察できるVR（バーチャルリアリティ）ブースを整備

62 神戸市外国語大学

-

63 神戸市看護大学

-

64 奈良県立医科大学

・Zoomを用いたオンラインセミナーを月3回開催（令和3年7月～）

65 奈良県立大学

-

66 和歌山県立医科大学

-

67 公立鳥取環境大学

・グループ学習室をラーニングコモンズとして運用開始（９月）
・新型コロナウイルスの影響による臨時休館中に実施していたサービス
（借受希望資料の事前取り置きやレファレンス、他館からの文献の取り
寄せのメールでの受付）を通常開館時にも実施
・月末休館日の閲覧席の一部開放（新型コロナウイルスによる学内施設
のスペース制限緩和のため）

68 島根県立大学

-

69 岡山県立大学

・図書リクエストのオンライン受付開始（令和3年4月～）
・グループウェア（学生用掲示板）で、新着図書を紹介（毎月）
・データベースのトライアル実施（2分野）

70 新見公立大学

・個人学習スペースを増設予定

71 県立広島大学

・昨年度に続き，来館を伴わないサービスを継続実施した。
＜学生対象＞宅配貸出サービス，館内資料の複写郵送サービス
＜学生対象＞学修支援講座をオンライン開催
（レポート講座：令和3年7月7日，プレゼンテーション講座：令和3年７
月15日）

72 広島市立大学

-

73 尾道市立大学

-

74 福山市立大学

・利用状況及び学習環境に関するインタビュー調査（質的調査）を実施
・電子書籍サービスを導入，臨時的に学外からのアクセスを実施
・段階的にグループ学習室の利用を再開
・ProQuest社データベースのオンライン講習会を実施
・Microsoft Formsを活用したDVDアンケートを実施
・学生選書ツアーの形式を従来の書店集合型から変更。学生が各自で選
書し選書リストをメールで図書館に送信する形式や学生が各自で書店に
赴き選書をする形式で実施
・地元の書店とのコラボフェアとして，学生選書ツアーで選書した図書
の一部の紹介展示を実施
・地元サッカークラブチーム（中国リーグ）と連携し選手お勧め本等の
展示を実施
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75 山口県立大学
76 下関市立大学
77

山陽小野田市立山口東京理科大学

78 香川県立保健医療大学

79 愛媛県立医療技術大学

80 高知工科大学
81 高知県立大学

令和3年度

各大学図書館主要事業

内容等

・図書館利用案内動画を作成し、ホームページ上で公開した。
・閲覧席に仕切板を増設。
・別館の閲覧席増加予定。
・「医中誌Web」アクセスフリー化（令和３年４月）
・「ヨミダス歴史館」導入（令和３年４月）
・延長コードの貸出開始(令和３年６月)
・図書館紹介動画の公開(令和３年７月)
・愛媛新聞データベース導入(令和３年８月)
・ブックスタンドの貸出開始(令和３年10月)
・8:40からの開館試行(令和３年12月)
・修士論文をOPACで検索できるよう対応(令和３年12月)
・電子書籍の導入内容、コロナウイルス感染防止対策、図書資料の廃棄
処理、等
・除籍した図書の無償譲渡（実施済み）
・除籍した図書の売却等の利活用（計画中）
・電子書籍の提供開始

82 九州歯科大学

-

83 福岡女子大学

-

84 福岡県立大学

-

85 北九州市立大学

-

86 長崎県立大学

・図書館ガイダンス動画を作成して、大学公式YouTube配信を開始（佐
世保校）
・公式キャラクター「あたごん」を活用したSNS Twitterを開始（佐世
保校）

87 熊本県立大学

-

88 大分県立看護科学大学

・データベース医中誌Webの契約をフリーアクセスプランに変更（令和3
年4月）
・科目ごとに「講義の理解を助ける図書・視聴覚資料」を選定、周知を
図った。
（令和3年10月）
・返却日リマインドメールの送付開始（令和3年10月）

89 宮崎県立看護大学

・ホームページのリニューアル
・データベースの学外からのアクセスの運用を開始

90 宮崎公立大学

・電子書籍の利用開始（令和4年1月～）

91 沖縄県立芸術大学

-

92 沖縄県立看護大学

-

93 名桜大学

-

