
第３　令和3年度　各大学図書館主要事業

５　その他

No. 大学名 内容等

01 釧路公立大学
・閲覧席コーナーの窓ガラスフィルム・カーテン更新
・保管庫の建具、資料室蛍光灯・床修繕
・館内で展示中の寄贈された美術工芸品の説明掲示更新

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15号の発行

05 公立はこだて未来大学
・函館市の大学、公共図書館等との合同研修会の開催
「テーマ：著作権の改訂について」

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 ・第3回青森公立大学図書館ポップコンテストを実施（2021年9月）

09 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、昨年度に引き続き、利用
制限を設けて開館
・利用講習会、学生ボランティア（ライブラリー・アテンダント）との
協働による利用案内、企画展示やトークイベント等の実施

10 宮城大学

・宮城大学研究ジャーナル1巻1号、2号の発行および機関リポジトリに
よる公開
・図書館利用促進事業
・宮城大学研究ジャーナルを紹介するパネル展示の実施
・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2021年9月、太白
2021年11月）

11 秋田県立大学

＜全キャンパス＞
・図書館の名称変更（令和３年４月）
　旧図書館名：秋田県立大学図書・情報センター
＜本荘キャンパス＞
・冷暖房効率向上空調システム設置（令和４年２月予定）

12 国際教養大学 -

13 秋田公立美術大学 -

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

新型コロナウィルス感染症予防の対応
・学内利用者のみとし、学外利用者の利用休止
・利用時間の制限　（光が丘：本館の時間外の無人利用については感染
状況により判断）
・閲覧机、カウンター周りを除菌用品で適宜ふき取り、館内数か所に消
毒薬を設置、利用者へマスク着用、こまめな手指の消毒、利用する机を
用意した除菌用品でのふき取りなどのお願いしている。
・保健科学部図書室は入館退館時の記録が残るが、光が丘：本館は入館
時記録のみのため、在館記録の提出をお願いしている。

17 会津大学 -

18 茨城県立医療大学 -

19 高崎経済大学 -
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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 -

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 -

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　45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」と称した学生ブッ
クハンティング（10月）を開催した。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、展示を行う予定（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（7～9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）
・「図書館脱出ゲーム　クリミアの天使の謎を解け！」を開催（12月）

30 新潟県立大学

・新型コロナウイルス感染症対策（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・館内ツアー動画作成等）
・学生ブックハンティングを書店で開催（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）
・国際経済学部開設に伴う図書整備5か年計画の3年目

31 長岡造形大学 -

32 山梨県立大学 ・「図書館年報令和２年度」作成、Web公開

33 都留文科大学

・資料のデジタル化を実施　『女房三十六人歌合画帖』『役行者講私
記』
・オープンキャンパス時に学生図書館サークルと共同で図書館ツアーを
開催
・図書館サークル学生による図書の展示
・大学の地域インクルーシブ教育活動の一環として、職場体験実習生を
受入

34 長野大学

・令和3年度も引き続き、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 -
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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 公立小松大学 ・（粟津キャンパス図書館）書棚耐震工事

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
・図書館利用案内（令和4年度版）を発行
・図書館利用ガイダンスをZoomで実施（令和3年4月）

47 静岡県立大学
・学生選書ツアーの実施（2021年６月・11月の２回）
・図書館公式Twitterの開設（2022年1月～）

48 静岡文化芸術大学

・科学に関する展示「照明・明かり」、ポスター展「ポスターでみる20
世紀 1950－1990」、静岡県内の図書館の協働企画展「2021男女共同参
画おすすめBOOK」などを館内で開催
・「髙坂正堯文庫 （泉川本）」[仮称]整備
・大学アーカイブズセンター設置構想

49 静岡県立農林環境専門職大学 ・図書館の新型コロナウイルス感染症対応方針の策定

50 愛知県立大学

・新型コロナウイルス感染症対策のため、短縮開館と座席数の削減及び
学外者の利用停止を継続
・各種サービスの制限を順次緩和し、コロナ禍前とほぼ同じ水準でサー
ビスを実施

51 愛知県立芸術大学 -

52 名古屋市立大学

・学生の情報検索能力の向上を支援するため、資料（図書・雑誌）の探
し方やデータベースの使い方のガイダンス動画を作成し公開した。（令
和3年11月）
・大学、附属病院の教職員・学生を対象とした英語論文執筆セミナーの
実施（令和4年2月）
・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3年10月）

53 三重県立看護大学 -

54 滋賀県立大学 -

55 京都府立大学 -

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
・学生選書委員の募集及び選書図書の展示
・メディアセンター報「桔梗」第6号の発行予定（令和3年3月）
・学生に向けたメディアセンター利用案内動画の作成

59 大阪府立大学 -
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60 大阪市立大学 -

61 兵庫県立大学 -

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 ・医学・看護関連書籍の選書ツアー実施（＠5万円×20名）

65 奈良県立大学
・紹介図書展示（通年　年４回展示）
・司書によるテーマ図書展示を開催

66 和歌山県立医科大学 ・紀三井寺館図書燻蒸処理

67 公立鳥取環境大学

・ライブラリーサポーターによるブックハンティングや本の紹介等の活
動
・図書館活用方法ミニ講座（11月）や文献検索ためのミニ講座（12月）
を開催
・情報メディアセンターだよりの発行（10月）

68 島根県立大学 -

69 岡山県立大学

・ブックフェア2021をWebで開催（令和3年6月～7月）
・図書館講習会のオンライン開催（令和3年10月）
・Web選書2021を開催（選書ツアーにかわるもの）（令和3年11月）
・図書館報をWeb版での発行に切り替え（令和3年12月～）
・前年に引き続き、新型コロナウィルス対策（消毒、換気、座席数制
限、飛沫対策パーティション設置、返却資料の一定期間隔離など）

70 新見公立大学 -

71 県立広島大学 -

72 広島市立大学 -

73 尾道市立大学 -

74 福山市立大学 -

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 ・ブックハンティングの開催（年２回、オンライン）

78 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）
・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）
・学生選書ツアーを実施(インターネット開催)、図書サークル「ビブリ
ア」に所属する学生が多数参加（5月、10月）
・学生団体の図書サークル「ビブリア」が「本の福袋」「イースター
エッグイベント」企画を実施。
・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、5月、1月）

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
・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
（実施予定）
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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 -

87 熊本県立大学 -

88 大分県立看護科学大学 -

89 宮崎県立看護大学 -

90 宮崎公立大学
・学生選書ツアーの実施（令和3年11月）
・図書館広報紙『Camellia』vol.10 の発行（令和4年3月）

91 沖縄県立芸術大学 -

92 沖縄県立看護大学 -

93 名桜大学 -




