
承合事項1　修士論文について

保管場所：図書館内の保管庫（鍵付）

閲覧：国際学部の修士論文しかないため、国際学部の学生のみ
館内閲覧可

範囲：指定なし

複写：不可 内容：指定なし

保管場所：図書館事務室（出納）

閲覧：対象は本学の学生教職員のみの館内閲覧とする。

福山市立大学

複写：全文複写の場合は、執筆者の許諾が必要となる。

範囲：

内容：

方法：「リポジトリ公開許諾書」により個別に運用する。

大学院の修士論文（博士論文ではなく）の紙媒体の利用方法や保管場所及び、電子媒体の公開について各大学の現状をお聞かせください。図書館が
所轄していない場合は、大学における担当部署と公開の状況等について、可能な範囲でお聞かせください。
（日本赤十字広島看護大学提出）

閲覧：自由に閲覧可能

複写：特に規則は無い

範囲：

内容：

保管場所：図書館書庫（開架） 方法：電子化していない

方法：個別に著作権者の許諾をとり、リポジトリに登録。公開された
著作物でないため件数は少ない（現在までに18件）

範囲：申請のあったもの

内容：全文

保管場所：各研究科

閲覧：各研究科による（修了時に許諾をとる等）

複写：各研究科による（修了時に許諾をとる等）

方法：修士課程がないため規定なし

閲覧：修士課程がないため規定なし

複写：修士課程がないため規定なし

範囲：修士課程がないため規定なし

内容：修士課程がないため規定なし

保管場所：修士課程がないため規定なし

保管場所：図書館事務室(出納） 方法：未実施

閲覧：学内利用者、学外からの来館者への対応は基本的に同じ。
館内閲覧のみ可、館外貸出は不可。

大学名

①紙媒体の公開について
保管場所/閲覧/複写

②　電子媒体の公開について
方法/範囲/内容

尾道市立大学

県立広島大学

複写：不可 内容：全文を公開する。

保管場所：教学課 方法：「学術情報リポジトリ登録申請書」により個別に運用する。

閲覧：本人の許諾を得て大学院生のみに公開 範囲：申請があったもの

広島大学

広島市立大学

方法：著者から登録の希望があれば登録の対象にはなるが、大学と
しては積極的に収集していない。

内容：要旨のみ公開する。

エリザベト音楽大学

日本赤十字広島看護
大学

複写：「学位論文複写許諾書」により個別に運用する。



保管場所：図書館地階書庫 方法：公開していない

閲覧：可（館内閲覧）

複写：不可

保管場所：図書館書庫 方法：電子媒体での公開はしていない

閲覧：制限無し

複写：一般資料に同じ

保管場所：図書館閉架書庫内 方法：学科、専攻科によって違う。

閲覧：可 範囲：学科、専攻科によって違う。

複写：不可 内容：学科、専攻科によって違う。

保管場所：　図書館（事務室） 方法：　公開していない

閲覧：　館内閲覧のみ許可、閲覧申込時に学生番号、氏名を記入

複写：　利用者は複写申込票に記入、図書館員は修士論文受付
簿に記入

保管場所：保管していない。 方法：公開していない。

閲覧：不明。 範囲：公開していない。

複写：不明。 内容：公開していない。

保管場所：当該資料なし 方法：当該資料なし

閲覧：

複写：

範囲：

内容：

広島都市学園大学

保管場所：担当教官に一任 方法：電子媒体にするのかは、担当教官に一任で、未公開　

閲覧：同上 範囲：

内容：

範囲：全頁を公開する。

内容：

広島国際学院大学

広島修道大学

複写：同上

広島女学院大学

  保管場所：図書館地下１階

広島経済大学

広島工業大学

広島国際大学

閲覧：対象は利用者全員（一般利用者含む）で、館内閲覧とする
が、一夜貸出・学内貸出可。

複写：「広島女学院大学大学院修士論文の当館における保管・利
用等に関する覚書」により個別に運用する

比治山大学

範囲：

内容：

範囲：

内容：

範囲：

内容：

方法：「広島女学院大学大学院修士論文の当館における保管・利用
等関する覚書」により個別に運用する。



保管場所：大学院室 方法：特に定めていない

閲覧：対象は本学の学生教職員のみの館内閲覧とする。 範囲：特に定めていない

閲覧：特に定めていない 内容：特に定めていない

保管場所：各科指導教官研究室及び各科演習室 方法： 行っていない。

閲覧：

複写：

保管場所：各研究科(学部事務室)で管理 方法：非公開

閲覧：研究科長が認めた場合

複写：研究科長が認めた場合

保管場所：各研究科

閲覧：可

複写：不可

保管場所：図書館内研究室の書棚を施錠して保管 方法：リポジトリ公開していない

閲覧：閲覧希望者に閲覧(「修士論文の閲覧・複写に関する覚書」
を取り交わしその範囲内で閲覧)(資料添付)

複写：複写希望者に複写(「修士論文の閲覧・複写に関する覚書」
を取り交わしその範囲内で複写)(資料添付)

保管場所：　各クラスタの資料室等

閲覧：　各クラスタによる

複写：　各クラスタによる

保管場所： 方法：

閲覧： 範囲：

複写： 内容：

山陽女子短期大学 取扱なし（未回答）

鈴峯女子短期大学 取扱なし（未回答）

呉工業高等専門学校

広島商船高等専門学
校

専攻科において、特別研究については保管している。
公開していない。

取り扱いなしにつき未回答とさせていただきます。 取り扱いなしにつき未回答とさせていただきます。

海上保安大学校

近畿大学工学部

広島文化学園

今後は電子媒体（CD-ROM等）への保存を検討している。
公開の予定は無い。

方法：　「リポジトリ登録許諾書」により個別に運用。ただし、現在は公
開はしていない。

範囲：　閲覧請求がある場合はメディアセンター長の許可を得て、個
別に対応。閲覧できるのは学生教職員。

内容：　要旨、本文。ただし、特許等の関係で公開に制限があるもの
は制限に従う。

範囲：

内容：

範囲：

広島文教女子大学

福山大学

内容：

内容：

範囲：

内容：

方法：不可

範囲：福山平成大学

安田女子大学



 

学位（修士・博士）論文の閲覧・複写に関する覚書 

 

安田女子大学図書館と著作権者は、標記の件について下記のように取り決める。 

記 

１．保管について   製本後、図書館で１部保管する。 

２．利用について   図書館内での利用のみとする。 

３．閲覧について   □ 可 

□ 否（保管のみとする／博士論文発表後は適用しない） 

４．複写について   □ 全頁可 

□ 一部分のみ可（著作権法第 31 条に該当する複製） 

□ 否（博士論文発表後は適用せず、著作権法による） 

５．覚書の有効期間について 

著作権の存続期間（その著作物の著作者の生存期間及び死後 50 年間）とする。 

６．その他（著作権者からの補記） 

                                    

                                    

以上 

上記、取り決めを承認します。 

平成   年   月   日 

 フリガナ  

著作権者：学籍番号 氏 名 印

住  所：〒   

電話番号： 
 

 

専 攻 名：    

学位論文題目：   

  

学位授与年月日：平成   年   月   日 学位記番号：  

安田女子大学図書館 

館長 玉 田 健 二  印 

住所・電話番号は修了後の

連絡先をご記入ください。 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  各館活動の現況（平成 23 年度）および課題を配布し、協議会加盟館内の情報共有を図るため。

教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出） 

 

提出大学名：   広島大学 

 

1. 教育支援 

1) 学習環境の整備  卒論用長期貸出、貸出冊数増加・期間延長（霞図書館）、購入希

望図書の Web 申込、パソコン増設、メディアセンターとのカウンター一元化 

2) 各種講習会  新入生、教員、留学生等対象講習会開催（165 回、のべ 7,029 名） 

3) 課題 入館者数、貸出冊数 

 

2. 研究支援 

1) 電子ジャーナルの整備  OUP,Springer バックファイル整備、不課税問題の調査 

2) 研究用図書の管理  管理責任者の登録、目録遡及入力(32.5 千冊) 

3) 機関リポジトリ 博士論文登録制度化（2 研究科）、CSI 委託事業人材育成主担当 

4) 広島大学出版会  企画随時受付と年 2回の査読・出版体制を整備。21 件の企画提案

4 点刊行。 

5) 課題 書庫の狭隘 

 

 

3. 社会貢献 

1) 企画展  12 回開催（学生 6、教員 1、地域 3、図書館 2）入場者 12,345 人 

2) 公共図書館連携  貴重資料展、講演会を連携して各 1回開催、市立中央図書館、県

立図書館との相互貸出 

 

 

 

4. 管理運営 

1) 出版会規則を改正、学長を会長とする新組織立ち上げ、出版会主担当設置。 

 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名： 尾道市立大学           

 

1. 教育支援 

１）「英語多読コーナー」の設置 

２）「まんがで読破」シリーズなど、漫画による名作・古典文学等のコーナーの設置 

３）冊子「知と美の世界への誘い」（教員による文学・絵画などの紹介）の発行 

４）課題 ラーニング・コモンズの設置 

 

 

2. 研究支援 

１）リポジトリ登録の推進 

２）データベースの導入（日経 NEEDS など） 

 

 

 

 

3. 社会貢献 

１）「高橋玄洋記念室」の開設 

２）教養講座の開講（毎年開催・全５回・５～６月実施） 

 

 

4. 管理運営 

※特に無し 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：      県立広島大学      

 

1. 教育支援 

1）学習環境の整備  ラーニングコモンズ設置検討（平成 24 年 4 月から広島キャンパス

図書館で試行設置運用），試験期の休日開館の実施 

2）各種講習会  オリエンテーション・新入生対象ガイダンス・文献検索ガイダンス開催

22 回, 電子ジャーナル・データベース講習会開催(オンライン講習会含む） 

3）学習支援図書の整備  学科推薦による整備，学生選書による整備（３キャンパス合同

学生選書ツアー） 

4）課題  ラーニングコモンズ設置及び運用の具体的検討 

 

2. 研究支援 

1）電子ジャーナルの整備  Springer バックファイル整備 

2）電子書籍の導入検討  トライアルの実施   

3）機関リポジトリ  広報及び登録 

4）課題  書庫の狭隘 

 

3. 社会貢献 

1）資料展示  宮島学センター共催企画展示，地域連携センター公開講座連携展示， 

各キャンパスの特色を活かした常設図書展示（三原キャンパス：「病気・障害とともに生

きる：体験記コーナー」）等 

2）ピアノコンサート  地域連携センター共催 2 回（広島キャンパス） 

3）学外者への図書館資料の貸出  16,085 冊（貸出の約 26％） 

4）住民生活に光をそそぐ交付金による図書整備  

 

4. 管理運営 

1）図書の廃棄  廃棄図書を選定  

2）図書館窓ガラスに遮熱フィルムを貼付（広島キャンパス図書館，住民生活に光を注ぐ交

付金による） 

3）課題  夏季冷房の改善 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：広島市立大学            

1. 教育支援 

１）現況 

・学習環境の整備：試験期の開館時間の延長 

・ガイダンス：図書館ガイダンス（主に１年生対象）、ミニガイダンス（随時）等 

・いちだい知のトライアスロン事業 

２）課題 

・開館時間の延長（現在開業期は 19 時まで開館） 

・ラーニングコモンズの整備 

 

2. 研究支援 

１）現況 

・各学部ごとの選書 

２）課題 

・書庫の狭隘 

・リポジトリコンテンツの確保 

・電子ジャーナル、データベースの充実 

 

3. 社会貢献 

１）現況 

・学外者へ閲覧・貸出 

・公共図書館との連携：広島市立図書館、県立図書館との相互貸出 

・出張講座の開催 

・除却図書譲渡事業 

 

4. 管理運営 

１）現況 

・「除却図書の譲渡に関する取扱い」を制定 

２）課題 

・転任に伴う科研費購入図書の返還時の手続きの整備 

 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：  福山市立大学     

 

1. 教育支援 

・学生向けガイダンスのカリキュラム化（都市経営学部・大学入門ゼミ） 

・希望ゼミ対象の出前ガイダンスの実施 

・授業成果物（紙芝居，エプロンシアター等）の展示 

・学内他部署（教育支援センター，キャリアデザインセンター）への図書資料の貸出 

・長期休業期間中の特別貸出（期間・冊数増） 

＜課題＞ 

・図書館の認知度の向上 

・授業との連携強化 

 

2. 研究支援 

・電子ジャーナル，データベースの導入 

・CiNii 機関定額制の導入 

・研究図書の登録及び管理 

・共同リポジトリへの参加 

・紀要刊行への参画（編集委員として） 

・広島県立図書館との相互貸借，インターネット予約 

＜課題＞ 

・NACSIS-ILL 相殺サービスへの参加検討 

 

3. 社会貢献 

・一般開放（閲覧及び貸出） 

・近隣小学校からの見学受入 

・講演会等に関連した企画展示 

・市立小学校への教育関連資料の紹介 

 

4. 管理運営 

・夜間開館（平日２１時まで） 

・学内諸部門と連携した多メディアによる情報発信（図書館サイト，大学サイト，Twitter，学生ポータル，学

内掲示板，学内デジタルサイネージ，学生食堂掲示板等） 

＜課題＞ 

・閉架書庫への出納業務の拡大 

・未整理図書の整備 

 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：エリザベト音楽大学  

 

1. 教育支援 

      

 

 

 

 

2. 研究支援 

 1） 博士論文のデジタル化：国立国会図書館の活動（平成 22 年度から）の一環である

「学位論文(博士)のデジタル化実施に係る著作権処理（「共通許諾」）手続き」に参

加。これは、国立国会図書館に平成 3年度から平成 12 年度までの間に送付された学位

論文(博士) 約 14 万件のデジタル化を計り、国立国会図書館および各大学内の施設で

の利用やインターネットを通じての利用提供ができるようにとの計画に基づく活動。

今のところ、本学の該当論文の中で、このデジタル化を許諾した執筆者がいなかった

為、本学の学位論文(博士)のデジタル化は成されていない。 

 2)  課題：書架や書庫の狭隘 

 

3. 社会貢献 

 

 

 

 

 

4. 管理運営 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：日本赤十字広島看護大学       

1. 教育支援 

１）学習環境の整備 

パソコン更新（2011/9 情報システム更新）、ふたばコーナーの新設、図書館 de アート

コーナー及び闘病記コーナー及び看護学シリーズコーナーの充実、ＯＰＡＣシラバス

検索機能新規作成、遮光シートによる閲覧環境改善、企画展示（6回開催）、貸出冊数

微増（前年比 1.04 倍） 

２）各種講習会  

新入生対象：7回、174 名 

在学生対象：38 回、602 名（基礎ゼミⅠ、基礎ゼミⅡ、研究方法、基礎看護学等） 

認定看護師教育課程：1 回、25 名 

３）課題 

  電子ジャーナル導入（メディカルオンライン、レファレンスツール等） 

2. 研究支援 

１）研究図書の管理 

 研究費及び科研費購入図書を図書館にて原簿作成後ＯＰＡＣ掲載（資源共有） 

２）雑誌利用頻度調査 

  カード投入方式による利用実態把握 

３）リポジトリ 

  修士論文の要旨掲載 

４）課題 

  リポジトリにおける紀要以外のコンテンツ収集 

  研究費購入図書遡及入力（平成 17 年度以前） 

3. 社会貢献 

１）講習会 

看護職対象文献検索講習会：トワイライト講習会 2回、17 施設、49 名 

２）課題 

公共図書館との連携（県立図書館、はつかいち市民図書館） 

4. 管理運営 

 １）日赤学園図書館 6 大学（北海道、秋田、東京、豊田、広島、九州）とのスケールメ

リットを生かした相互連携事業 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名： 比治山大学            

 

1. 教育支援 

 ①初年次セミナーへの協力 （図書館利用案内・OPAC 検索中心） 

 ②図書館募集企画の実施・・・授業でも取り入れていただきました。 

   ・図書館検定 ・紙バッグのデザイン募集(封筒に変更しました) ・ポップ作成 

 ③図書館スタンプカードの実施 

 

2. 研究支援 

 ①電子ジャーナル、DB の図書館経費での購入。 

 ②個人研究費の図書・雑誌、学科経費雑誌等の起案・発注・受入・貸出業務 

  （課題）退職の際の返却作業 配架場所の確保 

 ③紀要の論文募集、編集、発送 

  (課題) 校正の遅さ 

 ④広島県大学共同リポジトリへの参加 学科関係刊行物の登録 

 

3. 社会貢献 

 ①比治山祭(大学祭)「どうぶつかくれんぼ」の実施。（地域の子ども対象に、廃材で

作った動物と本を展示し、スタンプラリーをしました。景品はお菓子。） 

  ・・・用意したお菓子がなくなるほどの大盛況でした。 

 ②付属幼稚園保護者への貸出の増加 

  ・・・ポスターの作り直し。比治山祭のイベント以降、急に利用が増えました。 

 

4. 管理運営 

 ①紀要(大学)の投稿要項の一部改正 

 ②残業時間の削減のため、課員の時差出勤を一部実施した。 

 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：広島経済大学            

 

1. 教育支援 

1)学習環境の整備  ｾﾞﾐ・卒論用特別貸出、Webｻｰﾋﾞｽ(利用状況照会、購入希望図書の申込、

文献複写・貸借申込、My 新着図書情報、施設・PC 利用申込)  

2)ガイダンスの実施 入門ｾﾞﾐⅠ・Ⅱ対象の図書館ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ(必修) 

専門ｾﾞﾐを対象とした文献ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、留学生・院生対象ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

3）課題 貸出冊数の低迷、大学図書館の公共図書館化 

 

2. 研究支援 

1）電子ジャーナルの整備、 

2）データベースの契約 

3）機関リポジトリ 

4）課題 

 

3. 社会貢献 

1）一般公開(登録制) 

2）中学校の職場体験の受入 

 

 

4. 管理運営 

  特記事項無し 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名： 広島工業大学      

 

1. 教育支援 

・ノート PC・iPad 貸出…利用が多いので 7 月に増強予定 

・グループ学習用プレゼンスペースの設置(2011 年度) 

・学生アドバイザー制度…院生アルバイトによる学部生向け学習相談 

・本学の大学院入試過去問題のコレクション（準備段階） 

・課題：学生アドバイザー制度の認知度の向上 

・課題：レポート作成指導の実施 

2. 研究支援 

・データベース環境の強化…本年度から Scopus・EBSCOHost・日経テレコン 21 を導入 

・雑誌購読希望調査のオンライン化 

・JUSTICE への加盟(2011 年度) 

・課題：洋雑誌の高騰 

・課題：雑誌利用度の追跡、測定 

3. 社会貢献 

・学外者への閲覧・貸出しサービスの実施 

 

 

 

 

4. 管理運営 

・課題：正規職員の削減と派遣職員、臨時職員、業務委託の増加 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：広島国際大学            

 

1. 教育支援 

授業担当者推薦本のデータベース化により授業に沿った蔵書の充実 

一般教養図書の充実 

 

 

 

2. 研究支援 

 

 

 

 

 

3. 社会貢献 

 

 

一般利用者への開放、市の広報誌によるＰＲ 

 

 

4. 管理運営 

 

設備雑誌の蔵書点検 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：広島国際学院大学           

 

1. 教育支援 

１） 学習支援 ：①２月頃、教員に次年度の講義に関連した「専門図書」及び「教養図

書」の選定を依頼。それを基に、図書館で受入、装備後、選定図書 

コーナーへ教員別に図書を配架している。また、OPAC では、選定図 

書のみが検索できるコーナーを設けている。さらに、図書館ホーム 

ページでも選定図書リストを公開している。 

②シラバスに掲載している参考図書等は所蔵調査をして図書館で備

えている。 

２）ガイダンス ： 新入生を対象にした図書館ガイダンスを行っている。さらに、授業

時間を使って図書館見学を希望する学部もあり、対応をしている。

 

2. 研究支援 

１） データベース ： 教員にデータベースの利用案内を行った。 

  ２）学位論文 ： 大学院生、教員の学位論文の保管 

 

 

 

3. 社会貢献 

１） 企画展 : 学院で取組んだ「完全復元伊能図全国巡回フロア展」において、図書 

      館でも伊能忠敬に関する展示を行った。（入館者：３６０名）      

２） 公共図書館連携 : 平成２３年４月より、大学図書館・広島県立図書館間の新相互

             貸借に参加した。その際、学外者が本学図書館を受取館として

利用することも可能にした。 

  ３）高校生の実習の受入 ： 職場実習として、特別支援学校の生徒を受入れ、バー

コードの添付作業や配架の実習を行った。   

4. 管理運営 

       特になし 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：  広島修道大学          

 

1. 教育支援 

①教育支援   「修大基礎講座」（22 日間、50 回）、「文献検索ガイダンス」（45 回）

及び「初年次教育セミナー」の実施 

②学習支援    年間を通してピア・サポーターを開架の各階に配置 

         パソコン相談員を試験期等利用者の多い期間に配置 

③課題      入館者数、貸出冊数減少の歯止め 

 

2. 研究支援 

①研究環境の整備 電子ジャーナルやデータベースの整備 

         研究用図書費の管理 

         図書館内無線 LAN エリアの拡充 

         共用リポジトリの公開準備 

②企画展示    明治法曹文庫の企画展示 

 

3. 社会貢献 

①学外者の利用受入 図書館の利用及び貸出し 

②職場体験の受入  中学生の職場体験学習として場を提供 

  

 

 

4. 管理運営 

①環境の整備   中間期（冷・暖房の入らない期間）の空調管理が課題 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に 

活動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：広島女学院大学           

 

1. 教育支援 

 ① ライブラリー・アドバイザーの配置（図書館資料を紹介しながら、学習他の諸問題に取り組む） 

  ② 初年次セミナー（図書館見学ツアー＋図書館内説明）実施 英語による図書館見学ツアーも実施 

各学科別論文作成のためのｶﾞｲﾀﾞﾝｽ実施 

 ③ 研究個室（12 部屋）の利用（パソコンあり）、グループ演習室利用、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ利用 

 ④ 自由ＰＣコーナー（２４台）、貸出パソコン（２０台）、その他４９台計９３台のパソコンを整備 

 ⑤ 夜間開館（平日：8：45～20：00 土曜日：8：45～19：00） 

 ⑥ 日曜開館（13：00～17：00）（試験期・卒論の時期・オープンキャンパス実施日のみ） 

 ⑦ 卒論用長期貸出（４年生・院生）、貸出冊数制限なし（全学部生）（但し指定図書は 3 冊まで） 

 ⑧ 購入希望図書の Web 申込 

 ⑨ 点字図書の管理 

【課題】 入館者数減、貸出冊数減についての対処 

2. 研究支援 

 ① 電子ジャーナルの整備（トライアルの電子ジャーナルも積極的に参加）、視聴覚資料の整備（1,650 点）

 ② 研究用図書の管理（資産図書のみ、管理責任者登録、目録入力、学生貸出可） 

 ③ 機関リポジトリ（修士・博士論文登録、管理、２研究科） 

  

3. 社会貢献 

 ① 一般利用者のために図書館開放(貸出可) 

② 日曜開館 （13：00～17：00）（試験期・卒論の時期・オープンキャンパス実施日のみ） 

 

 

4. 管理運営 

  特になし 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名： 広島都市学園大学         

 

1. 教育支援 

 ① パソコン増設 

 ② 図書館利用ガイダンス 

 ③ 試験期間中の開館時間の延長（夏季のみ） 

 ④ 課題：資料の充実・臨地実習支援 

  

2. 研究支援 

 ① データベース利用ガイダンス 

 ② 課題：資料の充実・ノートパソコンの整備 

 

 

3. 社会貢献 

 ① 館内資料の閲覧および複写利用 

②  課題：まだ資料が充分とは言えず、学外利用者への貸出しは行なっていない。その 

   代わりとして、看護学科附属の図書館という特色を生かし、公衆衛生に貢献できる

取り組みを考えたい（例：健康支援となる情報提供のコーナーを設ける）。 

 

 

 

4. 管理運営 

 ① 教授・大学事務局員をメンバーとする図書館運営委員会を随時開催し、図書館の 

   運営・図書購入・行事等について提案・協議 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名： 広島文化学園大学   

 

1. 教育支援 

1) 図書館システムの Ver.アップに伴う、利用サービスの拡大 

2) 利用者用パソコンの増加。ティーチングアシスタント学生とのガイダンス実施。 

3） 学生主体のイベント企画（ブックハンティング参加人数 13 名・費用 13 万円・購入冊

数９２冊、マスコットキャラクター広報） 

4) 課題：プリンターの印刷増加 

 

 

 

2. 研究支援 

1) 電子ジャーナル整備：医学文献検索サービス -メディカルオンラインの導入 

2) 研究用図書の管理：備品図書登録 

3） 広島県大学共同リポジトリ(HARP)参加 

 

 

 

3. 社会貢献 

1）呉工業高等専門学校・広島商船高等専門学校・広島文化学園大学の 3校図書館連携（文

部科学省の戦略的大学連携支援事業）の相互利用。 

2）阿賀キャンパス：卒業生や近隣の医療・看護従事者に医学中央雑誌 Web 版などのデータ

ベースの利用提供、文献検索案内（個別対応） 

3）長束キャンパス：学外者への貸し出しサービス開始(平成 23 年 10 月～） 

登録者 40 名 貸出人数：のべ 151 人 貸出冊数 617 冊  

 

 

4. 管理運営 

1）長束・坂・郷原・阿賀の４キャンパス図書館共通の規定作成・運営。 

2）各館館長・司書の合同会議開催（年 1回）。意見交換や現状の把握。 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名： 広島文教女子大学         

 

1. 教育支援 

1) 学習環境の整備 長期休業貸出、 

2) 各種講習会 図書館ツアー（新入生対象：348 名）、ゼミ対象ガイダンス（16 回、 

76 名）、授業対象ガイダンス（3回、104 名） 

3) すずらん賞の実施（読書週間関連イベント） 

4) 各種展示 企画展：1回 沖森文庫展  特集コーナー：2 回 

5) 課題 入館者数、貸出冊数 

 

2. 研究支援 

1) 研究用図書の管理 研究室貸出資料の点検 

2) 機関リポジトリ 研究紀要の登録 

 

3. 社会貢献 

1) 司書講習支援 

2) 図書館の一般開放 

3) 職場実習体験の受入 

 

4. 管理運営 

1) 規程の改正 2件 

「図書館の一般公開に関する要綱」、「文献複写要領」 

2) 内規の整備 2件 

「個人研究費購入資料返却時の汚損資料の取り扱いについて」、「寄贈図書等受け 

入れ基準について」 

3) 図書館システムリプレイス 

4) 課題：諸規定の整備 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：福山大学 

 

1. 教育支援 

①年度初めに「図書館報」・「Library Guide」を発行し、新任教員・新入生へ配布。 

(内容：館報=図書館の利用案内 / Guide=図書館の具体的な利用法 を各々解説。) 

②新入生には各学部の教養ゼミにて担任教員の引率による図書館見学・利用説明を実施。

(※館内見学・利用説明は図書館員が誘導しながら行う。) 

③上級生(4 年次)に対し、卒業論文作成に必要な、より専門的・実践的な図書館の利用指 

導を実施。 

④年度初めに配布される「シラバス」で紹介されている「参考書」を購入し、学生の授業

に供している。 

⑤若人の読書離れに対応する為、「新入生にすすめる 50 冊の本」を刊行。 

⑥学生の図書購入希望制度を実施し、各種資格検定問題集・参考書等を購入し、学生の資

格取得(キャリアアップ)にも供している。 

⑦ipad5 台を導入し。1 週間迄貸出している。 

 

 

2. 研究支援 

①教職員・学生を対象にデータベースの利用講習会を実施し、一層の活用を促している。 

 

 

3. 社会貢献 

①図書館の一般公開に加え、「本のリサイクルコーナー」を開設し、地域住民への開放と

自由交換に努めている。 

②夏休みを利用した中学生インターンシップ(５名程度)の受入。 

③地域住民参加型の企画（各種展示会／名画鑑賞会）を実施。 

 

 

4. 管理運営 

①「図書館運営委員会」の小委員会を発足。 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：福山平成大学附属図書館 

 

1. 教育支援 

1）長期貸出（長期休暇中） 

2）開館時間延長 

3）学生からの図書購入希望票の提出による図書の購入 

4）各種資格試験検定問題集の購入 

5）映像資料の増加（購入） 

6）データベースの使用講習会（教員との連携） 

 

 

2. 研究支援 

1）教職関係書籍の購入 

 

 

 

3. 社会貢献 

1）一般開放（図書の貸出を含む） 

2）中学生の職場体験（夏休み 2 日間：5名） 

 

 

 

4. 管理運営 

1）図書館運営委員会 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：安田女子大学            

 

1. 教育支援 

1）図書館 1階にオープンスペース整備：飲食自由、グループでの利用可。 

2）開館時間の延長：月曜日～金曜日 8：30～21：00・土曜日 8：30～19：00 

3）図書館利用案内(ガイダンス)：新入生 17 回 779 名 

                 上級生 21 回 541 名   

4）授業関連図書コーナー開設：対象図書を各 2 冊購入(1 冊展示/禁帯出・1冊貸出用) 

5）開館日・貸出冊数：274 日開館・1 人 10 冊貸出 

 

2. 研究支援 

1）システム老朽化対策：館内 OPAC 端末 30 台中 20 台をノート PC に更新 

2）電子ジャーナル・データベースの見直し 

3）教員出版物コーナー開設：教員出版物を各 2 冊購入(1 冊展示/禁帯出・1冊貸出用) 

4）インターンシップ受入：大学院生 9名登録 

5）フィールドワーク受入：授業実習受入 

 

3. 社会貢献 

1）図書館展示：前期「新生活応援」 

        後期「ボランティア活動」 

2）図書館報：年 2回発行（10 月・4 月） 

3）IC カードコピー機導入：2 台導入・学生証にチャージしてコピー 

4）学外利用者：200 名程度（入館者 88,000 名） 

 

4. 管理運営 

1）無線 LAN：館内ほぼ全域で無線 LAN 接続可能(H23.6) 

2）地デジ化完了：研究室での地デジ受信可 

3）名誉教授室開設 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名： 近畿大学工学部          

 

1. 教育支援 

1) 学習環境の整備  貸出用パソコン更新、無線 LAN 環境更新（WIN7 対応）、学生によ

る選書、授業や資格取得に関連した書籍・メディアの展示 

2) 各種講習会  新入生図書館利用説明会（出席率 96.9%）、文献検索セミナー等 

3) 課題 入館者数、貸出冊数、利用マナー 

 

 

2. 研究支援 

1) 電子ジャーナルの整備  学園内各学部との連携整備 

2) 機関リポジトリ 学園の情報リポジトリに研究報告及び紀要を登録、修士論文の PDF

収集（リポジトリには未登録） 

3) 課題 書架の狭隘、各種資料等の利用広報 

 

3. 社会貢献 

1) 館内企画展示 建築学科の学生作品展示、写真部の写真展 

2) 中学生の職場体験、コンサート 

 

4. 管理運営 

1) 新システム更新に向けて検討（継続） 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名： 海上保安大学校  

 

1. 教育支援 

  当校は、全寮制で校内に学習の場と生活の場が混在し、授業は一週間０８４５～１６

１５の間、決められた時間割で行われている状況において、図書館の活用について考え

た時に、学生、研修生等が、自由時間のある平日の１９００～２１４５の間と土曜日、

日曜日に利用できるように、平成２１年度から図書館１階の一部を開放して図書館利用

の便宜を図っている。 

  平成２３年度においては、一部開放した図書館１階に配架して平日夜間、土曜、日曜

日にゆっくり読んでもらうために、学生、研修生に対して、図書館２階の閲覧室の図書

から読みたい本を探してもらう企画を行った。また、同様に、１階開放部分に配架する

ため、学生、研修生が希望する購入図書のアンケートを実施し、購入配架した。 

  課題  図書館活用のための企画 

 

 

2. 研究支援 

  研究用図書については、図書館で一括して購入発議、登録し、管理を実施している。 

  課題 書庫の狭隘 

 

 

 

3. 社会貢献 

  平成２３年度はありません。 

（平成２１年度に呉市海事歴史科学館の依頼で企画展に貴重図書（歴史資料）４８冊

を貸出している。） 

  貴重図書（旧海軍大学校図書）及び海洋法ライブラリに関して、外部より問い合わせ

がある場合、都度、閲覧・複写等の便宜を図っている。 

 

4. 管理運営 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名： 山陽女子短期大学         

 

1. 教育支援 

１） 学習環境の整備 開館時間延長（昨年９月より１９時） 

２） 読書カード実施に伴う貸し出し冊数の増加 

３） CiNii 加入 

４） 学習支援のための専門基礎理解のための参考図書整備 

５）NHK 福祉ライブラリーの活用 

 

 

 

 

2. 研究支援 

１）紀要 年１回の発行 

２)参考図書の積極的購入 

 

課題 

１）書架の収納能力の限界 

 

 

3. 社会貢献 

１)卒業生の職場体験受入れ 

２）一般開放 

 

 

 

4. 管理運営 

課題 

１）図書館システムの検討 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名： 鈴峯女子短期大学    

 

1. 教育支援 

 

 校外実習支援の為、期間中の貸出冊数の増加・期間延長を行っている 

 教員と連携し、ゼミ生等への論文検索講習を行っている 

 

 

2. 研究支援 

 

 

 

 

 

3. 社会貢献 

 

 

 

 

 

4. 管理運営 

 

課題 

 書庫の狭隘 

 蔵書の除籍 

 学生利用（入館者数・貸出冊数）の減少 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名：呉工業高等専門学校     

 

1. 教育支援 

1) 学習環境の整備  パソコン更新（平成 24 年度実施） 

           シラバス参考書、教科書の整備 

2) 各種講習会    新入生、編入学生、留学生ガイダンス実施（約 180 名） 

           外部講師によるデータベース講習会（JDreamII） 

3) 情報窓口の設置  各種申込受付（マイクロソフト包括ライセンス、パスワード変更

等） 

4) 学生用図書      従来の推薦枠に加え、専門図書充実のため限定 2分野に依頼（3年

計画で実施）、新任教員推薦特別枠 

5) 課題       貸出冊数（前年比 15%減）、静寂性の確保 

 

2. 研究支援 

1) 電子ジャーナルの整備  サイエンス、MathSciNet、APS、JSTOR（一部） 

2) 機関リポジトリ     研究報告掲載、冊子体発行中止 

3) 課題          書庫の狭隘、廃棄基準の策定 

              電子ジャーナル継続購入の可能性 

 

3. 社会貢献 

1) 一般公開  閲覧、貸出サービスの実施 

2) 中学生訪問時における施設紹介 

3) 企画展示 学校見学会での教科書展示 

 

4. 管理運営 

 

 



承合事項 2 平成 23 年度の図書館活動について 

  教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営について、現況、トピック、課題などをお知らせくだ

さい。（広島大学図書館提出 回答例は次頁） 

※総会日程の 5.各館活動報告（14:05～15:15）において、各館より数分程度、本回答を基に活

動報告を行っていただき、加盟館内の情報共有を図ることを目的としています。 

 

提出大学名： 広島商船高等専門学校  

 

1. 教育支援 

1) 学習環境の整備  英語力アップコーナー設置、映画と原作コーナー設置、広島県立 

図書館インターネット予約貸出しサービスの取扱開始 

2) 各種講習会  文献検索ガイダンス（新任教員・専攻科生・進学希望の５年生を対

象。20 名） 

3) 校内作文・表現コンクールの表彰及び優秀作品を図書館だよりに掲載 

4) ブックハンティングの実施（172 冊購入） 

5) 課題  資格試験問題集及び専門書において内容が古いものが多い、語学図書の 

不足、建物や設備が古くなり機能的でない 

 

 

2. 研究支援 

1) 教職員図書コーナーの設置 

2) 課題  書庫の狭隘、電子ジャーナル・データベース数が少ない（予算不足） 

 

 

3. 社会貢献 

1) ミニコンサート開催（約 70 名入場） 

2) 中学生職場体験 

3) 一般利用者へ図書館だよりを送付 

4) 地元の美術同好会が描いた絵画を館内等に展示 

 

 

4. 管理運営 

1) 図書館業務システム更新（長岡科学技術大学、全高専） 

  （OPAC リニューアル、貸出レシート印刷など可能） 

2) 課題  高専機構による一元管理が途上（図書館事務の標準化が遅れている） 

図書館職員の絶対数不足 
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