
承合事項　図書館におけるパソコンとプリンタの環境について

大学名 ①利用者端末台数 ② ①の環境 ③ 利用者プリンタ台数 ④ ③の環境

広島大学 165台

OPAC専用：14台
スタンドアロン：1台
外来者対応：4台
弱視者対応：5台（ズームテキストインストール）
メディアセンターの端末：94台
web認証すればインターネットOK。メディアセンターの端末はICカー
ドが必要。OPAC専用とスタンドアロン以外は特に閲覧制限なし

13台

特に印刷制限なし

※モノクロ：8台　用紙を持参。図書館が管理。
※モノクロ：4台，複合機：1台　オンデマンド（有料）。
メディアセンターが管理。

尾道大学 12台 学内者のみ利用可で、IDおよびパスワード入力後、使用する 1台 印刷用紙は利用者が持参する

①学内者用　１９台
②蔵書検索用 ６台

①ＩＤ・パスワード入力 で起動　インターネット可，
Word等可
②ＩＤ・パスワード入力不要　蔵書検索のみ可
インターネット不可

①５台
②１台（事務用と共用）

①印刷枚数制限あり 　無料
②制限なし　カウンター内設置のため印刷物を職員
が手渡す

①学内者用22台
②蔵書検索用 ３台

①ＩＤ・パスワード入力 で起動　インターネット可，
Word等可
②ＩＤ・パスワード入力不要　蔵書検索のみ可
インターネット不可

①５台
②１台（事務用と共用）

①印刷枚数制限あり 　無料
②制限なし　カウンター内設置のため印刷物を職員
が手渡す

①学内者用　１８台
②蔵書検索用 ７台

①ＩＤ・パスワード入力 で起動　インターネット可，
Word等可
②ＩＤ・パスワード入力不要　蔵書検索のみ可
インターネット不可

①３台
②１台（事務用と共用）

①印刷枚数制限あり 無料
②制限なし　カウンター内設置のため印刷物を職員
が手渡す

広島市立大学

①OPAC専用：５台
②情報検索用（インターネット
可）：７台
③貸出用デスクトップPC：６
台
④貸出用ノートPC：１５台
合計　３１台

①：利用対象者に制限なし
②～④：学内者のみ
　　　　　　↓
接続時に、本学の情報ネットワークシステムのアカウントとパス
ワードにより、認証を行っている。

2台 利用対象者に制限なし
ただし、紙を持参

平成23年度広島県大学図書館協議会総会

県立広島大学

本学ではリプレースに向けオンデマンドでのプリンター環境が提案されてきました。図書館で利用者はＩＤとパスワードを入力してパソコンを使い、プリンターを使用するときは、再
度プリンターに自分のＩＣカードをタッチするという手順となるとのこと。図書館としては、情報を扱う為の道具としてパソコンを置いているので、調べたいときにすぐに画面が準備
できていないと不便と考えます。また、プリンターについては、学生は自分のＩＤとパスワードを入力して自分でパソコンにＩＣカードをタッチすることでよいのですが、一般利用者
や卒業生の場合困ります。また、オンデマンドを図書館だけが採用しない選択肢もあるかとおもいますが、その場合、学生が情報をキャッチして、図書館でドンドン無料印刷を始める
のではと危惧しています。各館でのパソコン環境プリンター環境をお聞かせください。すでにオンデマンドでの運用をされているようでしたら、あわせてアドバイス等をお願いしま
す。（日本赤十字広島看護大学提出）



大学名 ①利用者端末台数 ② ①の環境 ③ 利用者プリンタ台数 ④ ③の環境

エリザベト音楽大
学

５台
特に閲覧に制限なし
インターネットＯＫ

１台 １回につき９ページ以内（無料）

日本赤十字広島
看護大学

19台 特に閲覧に制限なし
常時、検索画面・インターネットＯＫ

2台 特に印刷に制限なし
無料

比治山大学
Ⓐ蔵書検索用　　5台
Ⓑ学外論文等検索用　4台

Ⓐ常時検索画面
Ⓑ使用時に利用者が電源を入れ、館員が図書館用パスワードを入
力し、インターネット接続可能(カウンター近くにパソコンを配置）

Ⓐ無し
Ⓑ1台

Ⓑ印刷制限なし　無料
(常識の範囲でお願いしている）

広島経済大学
ア）２２台
イ）６台
ウ）２０台

ア）インターネット接続パソコン
　　２２台のうち３台（１F)は調査・研究、学習用に限定。その他は閲覧制限
無し。いずれも個人のID・パスワードでログイン。
イ）データベース専用パソコン
　　常時、専用のメニュー画面を表示。ID・パスワード不要。
ウ）OPAC専用パソコン
　　常時、OPAC画面を表示。ID・パスワード不要。

ア）３F設置のPC２２台に対し、
３台を配置。１F設置のPC３台
に対し、１台を配置。
イ）３台
ウ）３階設置のPC３台に対し、
１台を設置。２階設置のPC１０
台に対し、２台のレシートプリン
ターを設置。１階設置の５台PC
に対し、１台を設置。

ア）印刷は一人１部とし、複数部の印刷はしないよう掲示
やガイダンスで注意しているが、システム的な制御はして
いないので、学生のマナーに委ねている。無料。
イ）特に印刷制限無し。無料。
ウ）特に印刷制限無し。無料。

広島工業大学
OPAC・情報検索 9台
ネット端末 18台

OPAC・情報検索端末は無認証、Proxyでアクセス先を制限
ネット端末は認証後、ネットに接続。接続先は無制

OPAC・情報検索用 2台
オンデマンド複合機 2台

OPAC・情報検索用は課金無し
オンデマンド複合機はポイント制

広島国際大学 76台
学生のみ使用可。OPACのみ専用機で利用者全員使用できる対応をして
いる。

9台 制限なし、ただし用紙は自分で用意する事になっている。

広島国際学院大
学

１１台
・特に閲覧の制限はない。各自でID.パスワードを入力して使用
・パソコンは情報処理センターでリモートで管理

１台（モノクロ）
・料金は無料（用紙は原則、持ち込み）
・プリンタはカウンター前に設置（大量の印刷はない）

広島修道大学

31台 閲覧には特に制限なし。（履修登録時や試験期には混み合うため
Youtubeの閲覧等はしないように依頼している。）

ネットワークプリンター5台
オンデマンドプリンター2台

モノクロ印刷は制限なし。
カラー印刷はオンデマンドのみで、別の場所（6号
館）でA４サイズ換算で年間50枚まで出力可能。
図書館内でのサークル関係の印刷物の出力は禁止
している。無料

広島女学院大学

24台（自由PCｺｰﾅｰ）12台（個
室）14台（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ）
20台（貸出用ﾉｰﾄPC)14台（カ
ウンター前）　15台（OPAC専
用）3台（OPAC＋CDROM）6
台（ｺﾓﾝﾝｽﾞ、ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習室）
合計　108台

一般利用者が利用出来ない場所等のPCはID・パスワードで認証
（自由PCコーナー、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ、個室）。
OPAC専用及びOPAC＋CDROM対応は学内HP検索画面・インター
ネット不可。貸出ノートPCは館内無線LAN対応で、図書館HP検索
画面・インターネットOK。その他は、図書館HP検索画面・インター
ネットOK。自由PCｺｰﾅｰ・カウンター前・OPAC専用・OPAC＋
CDROMはタイマーで電源の入り切りを管理（予定外の時は、一括
入り切りが可能）　学生用は、瞬快を採用しデータや変更が残ら
ず、初期設定に戻るように設定している。

8台（1台カラー対応）
図書館では、印刷に制限なし
無料



大学名 ①利用者端末台数 ② ①の環境 ③ 利用者プリンタ台数 ④ ③の環境

広島都市学園大
学

1台
インターネットＯＫであるが、ＯＰＡＣ検索と兼用しているため、情報
検索には同じフロアにある情報処理室(図書館外）のパソコン（30
台）を利用する学生がほとんどである。

図書館1台
情報処理室2台

特に印刷に制限なし
無料

広島文化学園
郷原ｷｬﾝﾊﾟｽ　4台　阿賀ｷｬﾝ
ﾊﾟｽ　6台　長束ｷｬﾝﾊﾟｽ　5台
坂ｷｬﾝﾊﾟｽ　 　5台

本学学生、教職員は閲覧に制限なし
常時検索画面・データベース・インターネット利用可能

郷原ｷｬﾝﾊﾟｽ　1台　　阿賀
ｷｬﾝﾊﾟｽ　1台　長束ｷｬﾝﾊﾟｽ
1台　坂ｷｬﾝﾊﾟｽ　 　1台

本学学生、教職員は印刷に制限なし（無料）

広島文教女子大
学

80台

特に閲覧に制限なし　利用時に、電源を自分で入れるようにしてい
ます。
パソコンは、word、Excel,　Powerpoint、インターネットが利用可能で
す。

20台
4台に1台設置しています。特に、印刷制限はなく、
利用者が用紙を用意して、プリンタを利用するように
しています。

福山大学
13台 特に閲覧に制限なし。常時、検索画面・インターネットＯＫ ４台 自習用パソコンに限り、特に印刷に制限なし

無料

福山平成大学 11台 特に閲覧に制限なし　常時、検索画面・インターネットＯＫ 1台 特に印刷に制限なし。用紙は利用者が準備する。

安田女子大学
1.10台
2.OPAC専用：14台

1.IDとパスワードを入力して利用
2.常時、検索画面 ・インターネットOK

1.オンデマンドプリンタ1台
2.プリンタ接続なし

1.学生証(ICカード)をタッチして出力

近畿大学工学部 13台
OPAC専用　4台　OPAC、情報検索用　4台　インターネット接続用
5台

0台

海上保安大学校 ２台
蔵書検索用としてのみ使用、インタネット接続にはセキュリティの関
係でシビアな環境となっている。

もともと蔵書検索用パソコン
なのでプリンタは設置して
いない。

福山市立女子短
期大学

3台。端末ではないが，持込
のノートパソコンでインター
ネット使用のためのＬＡＮケー
ブル４本設置

1台（所蔵検索専用）　2台（就職活動等の情報収集を目的として学
生委員会が設置）ＬＡＮケーブルの使用は自由 なし

山陽女子短期大
学

4台 特に閲覧に制限なし。常時、検索画面・インターネットＯＫ なし

鈴峯女子短期大
学

11台 特に閲覧に制限なし。Guestユーザにて起動済みPCを利用 0台

呉工業高等専門
学校

22台 特に閲覧に制限なし。常時、検索画面・インターネットＯＫ 1台 パソコン使用簿に印刷枚数を記入。無料

（参考）広島商船
高等専門学校

5台
特に閲覧に制限なし。常時、検索画面・インターネットＯＫ

1台 印刷専用PCとして1台を割当。カウンターからUSB
キーを借りて、専用PCのロックを解除して印刷。無
料

（参考）福山市立
大学

9台　内訳(1)OPAC用　5台
(2)DB・WEB用　4台

(1)OPAC用　特に閲覧・利用に制限なし。常時，検索画面を表示
(2)DB・WEB用　利用時に学生証，または教職員証（いずれもICカー
ド）をリーダーに読ませてログインする。学外者はカウンターに申し
込み，ゲストICカードを受け取って利用する。端末は利用のつど起
動する。

(1)(2)共用プリンタ１台
特に印刷に制限なし
無料


