
承合事項 4 平成 24 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 ） 
                               提出大学名： 広島大学 
1. 教育支援 

a) 学習環境 
・中央図書館書庫、配架番号一本化の完成。（移転時より 5 箇所に分散していたもの） 
・西図書館にグループ学習可能なエリアを設置。 

b) サービス等 
・開館時間延長（中央・霞の週末、霞夜間の 12～3 月） 
・整理休館日廃止への準備（4 月以降の授業期）。 
・Web からの貸出延長手続き開始。 
・シラバス掲載図書へのリンク。 
・教材作成用の少部数冊子印刷サービスを開始。（Espresso Book Machine） 
・学生選書、学生による新着展示。 
・広大生協電子マネーを霞図書館にも導入。 

c) ガイダンス、各種講習会 
 ・新入生オリエンテーション・教養ゼミ（81 回 5,064 名）、授業（29 回 1,670 名）、定期    
  講習会（22 回 98 名）、オンデマンド講習会（25 回 415 名）を行った。 

2. 研究支援 

a) 電子ジャーナル・データベースの整備 
 ・SCOAP3 参加予定。   
b) 研究用図書の管理 
 ・退職教員よりの返却図書（約 15 千冊）を受入。不要図書の廃棄（16.5 千冊）。 
c) 学術情報リポジトリ 
 ・「機関リポジトリと著作権 Q&A」増補改訂版を発行し配布。 
 ・コンテンツ数 2,127 件増（前年比 2 倍。累積 25,811 件）。 

ダウンロード数 年間約 230 万件。 
 ・3 研究科が学位論文登録許諾制度化を行い、24 年度の登録数 94 件増（累積 701 件）。 
 ・国立情報学研究所 CSI 委託事業人材育成担当機関として、研修企画等を行った。 

3. 社会貢献 

 a) 展示、イベント 
  ・地域国際交流プラザでの企画展 13 回入場者 8,092 名 
  ・ビブリオバトル開催（発表者 6 名、観覧者約 40 名） 
 b) 公共図書館との連携 
  ・広島市立図書館連携事業として、講演会、展示、交換研修を行った。 
 c) 広島県大学図書館協議会 
  ・代表幹事館として研修会を 2 回開催、共同リポジトリ（HARP14 機関参加）の運営。 
4. 管理運営 

a) アンケート等 
  ・Library Talk：第 4 回館長学生懇談会開催。 
  ・利用者アンケートの実施。 

b) 自動書庫 
  平成 24 年度補正予算による自動書庫（約 80 万冊）の整備。25 年度末竣工予定。 

 



承合事項 4 平成 24 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 ） 

 
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」の充実 

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充実 

３）OPAC画面からの文献複写・借用図書依頼や、希望図書リクエストサービスへの連動を

可能にした。 

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（日経テレコン２１など） 

 

 

 

3. 社会貢献 

１）「高橋玄洋記念室」の常設展示 

２）教養講座の開講（毎年開催・全５回・５～６月実施、主催：図書館運営委員会） 

３）学外者への閲覧・貸出サービス 

 

 

 

4. 管理運営 

１）図書館システムの更新・・・学務係からの学生・教職員データとの連携が可能になっ

た。 

 



承合事項 4 平成 24 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） 
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試行設置（広島キャンパス） 

 〔課題〕利用促進及び全キャンパスへの拡大 

2）サービス等 

・試験期の休日開館の実施（継続） 

・卒論用特別貸出の試行検討（平成 25年度試行開始） 

 〔課題〕学生貸出冊数の増加 

3）各種講習会 

 ・新入生オリエンテーション，フレッシュマンセミナーにおけるガイダンス(10回)，文献検

索ガイダンス開催，レポートの書き方・図書館活用法上映会（情報の達人 DVD） 

・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，DVD上映含む） 

4）学習支援図書の整備 

 ・各学科等推薦による図書整備 

・学生選書による図書整備（３キャンパス合同学生選書ツアー実施，学生参加により展示） 

 

2. 研究支援 

1）電子ジャーナル・データベースの整備   

・継続購入。平成 25年度に購入雑誌を含めて見直し検討。 

2）電子書籍の導入 

・NetLibraryの導入（洋書 4点+フリーアクセス分）。   

3）学術情報リポジトリ 

 ・広報及び登録（平成 24年度登録件数 85件 累積 775件 ダウンロード数 36,957件） 

 

3. 社会貢献 

1）資料展示・イベント 

・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 

・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） 

2）学外者への図書館資料の貸出  17,788冊（貸出の約 29％） 

3）中学校職場体験学習の受入 

 

4. 管理運営 

1）書庫の狭隘対策 

 ・書架増設 1階開架 1台，2階開架 2台（庄原キャンパス） 

  〔課題〕全キャンパスとも収容能力に限界 

2）夏季冷房の改善  

 ・広島キャンパス運転時間１時間延長（17:50→18:50）（夜間入館者 26％増） 

3) 施設改善 

 ・傘のしずく取り機械設置（広島キャンパス） 

 ・展示ケース照明の LED化（広島キャンパス） 
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提出大学名：広島市立大学       

1. 教育支援 

（現況） 

・学習環境の整備（試験期の開館時間の延長） 

・ガイダンスの実施（図書館ガイダンス：主に 1年生対象） 

・いちだい知のトライアスロン事業の実施 

・展示（タイムリーな話題や読書啓発になるようなテーマ等） 

・ブックハンティング（2回開催） 

（課題） 

・ラーニングコモンズの整備 

2. 研究支援 

（現況） 

・学部ごとの選書 

・ミニガイダンスの実施（例：情報検索、就職情報等） 

（課題） 

・リポジトリコンテンツの充実 

・EJ・DBの充実 

3. 社会貢献 

（現況） 

・学外者への閲覧、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 

4. 管理運営 

（現況） 

・学生図書館サポーターの導入 

・学内重複図書活用 

・広島平和研究所移転に伴う資料の受入 

・「電子ジャーナル・オンラインデータベース整備の基本方針」の制定 

（課題） 

・図書館システムリプレイス 

・書庫の狭隘 
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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をオンデマンド方式で実施 

・英字新聞 2紙の購読開始 

・選書ツアーを実施し，蔵書の選定に学生が参画 

・英語リーダーを約 230冊購入し，常設コーナーを設置 

・授業成果物（紙袋パペット等）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＞ 

・教育実習等，実習時の特別貸出の運用ルールの策定 

・授業との連携強化 

 

2. 研究支援 

・NACSIS-ILL相殺サービスに参加 

・電子ジャーナル，データベースの提供 

・CiNii機関定額制の契約 

・共同リポジトリへの紀要論文の登録 

・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 

 

3. 社会貢献 

・一般開放（閲覧，貸出，施設利用） 

・近隣団体からの見学受入 

・講演会等に関連した企画展示 

 

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増大 
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提出大学名：エリザベト音楽大学            

 

1. 教育支援 

 

 

 

 

 

2. 研究支援 

 

 

 

 

 

3. 社会貢献 

 

 

 

 

 

4. 管理運営 

 

図書館の管理運営が丸善株式会社へ業務委託された。 

図書館のシステム化も 2013年度から 3年計画（予定）にて実施。 
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提出大学名： 日本赤十字広島看護大学             

1. 教育支援 

○学習環境  

・仕切り板の書架配置による図書の傾き防止対応 → 利用しやすい書架環境 

・新規所在作成及び書架移動、闘病記コーナー充実 → 利用しやすい書架環境 

・視聴覚資料の視聴用モニターを薄型へ変更、DVDプレーヤーの更新 → 視聴覚環境の改善 

○講習会等  

・開催回数 50回、参加者 832名 内訳は下記のとおり 

新入生オリエンテーション（8回 316名）、授業（20回 614名）、 

図書館主催（18回、20名）オーダメイド講習会（1回、7名）地域対象（3回、28名） 

○展示会 

・開催回数 7回 

2. 研究支援 

○電子ジャーナル・データベースの整備 

・メディカルオンラインと CINAHL with Full Textトライアル → 平成 25年度導入 

○ＨＡＲＰ（リポジトリ） 

・コンテンツ登録（新規に紀要 12巻論文 17本と報告書 4本） 

・ダウンロード数 11,056件 

3. 社会貢献 

○ トワイライト講習会実施 

・開催回数 3回、参加施設 11施設、参加者 28名 

○ 大学祭参画 

・図書館で木を育てよう＆つりぼり 

4. 管理運営 

○管理 

・各種規程の整備 

・図書整備方針策定 

○蔵書構成 

・学術雑誌アンケート実施 

・視聴覚資料アンケート実施 

・雑誌利用頻度調査実施 
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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、OPAC検索中心） 

②上級生向け図書館利用案内（CiNii、電子ジャーナル、データベース） 

  ゼミ単位で、実施（希望する教員のゼミ対象） 

③ポイントラリーの実施 

  本を借りると１ポイント。その他にも毎月企画（宝探し、じゃんけん、七夕等）を実 

施。ポイント数に応じて、１月にくじ引き（図書カード等が当たる）。毎年実施して 

いた 図書館募集企画は、この中に組み入れ、図書館ガイドブックの表紙を募集し

た。 

 

2. 研究支援 

①電子ジャーナル・データベースの図書館経費での購入。 

②個人研究費での図書・雑誌、学科経費での雑誌購入における起案・発注・受入・貸出業 

務。（課題）退職時の返却図書の扱い。 

③紀要（大学と短大）の論文募集、編集、発送。（紀要委員会の事務担当） 

 （課題）発行が遅れる。 

④機関リポジトリ（広島県大学共同リポジトリへの参加） 

 紀要や学科関係刊行物の登録。昨年度は退職教官の発行物を登録。 

 

3. 社会貢献 

①中学生（姉妹校）の職場体験の受入 

②比治山祭（大学祭）「わくわくとりーらんど」廃材を利用した鳥のオブジェと本を展 

示。地域の子ども対象にスタンプラリーを実施。（景品はお菓子） 

③除籍図書を譲渡する際、お気持ちを貯金箱に入れていただき、陸前高田市の「奇跡の一 

 本松募金」に寄付する。（比治山祭で実施） 

 

4. 管理運営 

①無線 LAN環境の整備 （実施は別部署） 

②書庫における書架の増設 新聞保管棚の設置 

③あちこちに配架していた製本雑誌（復刻版）をまとめて配架する。 

④蔵書点検の実施（一部分）  （課題）図書館の狭隘化 

 



承合事項 4 平成 24 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） 

 

 
提出大学名：広島経済大学    

 
1. 教育支援 
 ａ）学習環境の整備  貸出用ノート PC ３０台リニュアル、ゼミ・卒論コーナーの設置 
   ブックハンティングの実施  
 ｂ）ガイダンスの実施  

・入門ｾﾞﾐⅠ・Ⅱ対象のｶﾞｲﾀﾞﾝｽを実施(新入生必修：前期・後期に実施 各 90 分) 
  入門ゼｾﾞﾐⅠ(66 回 779 名）、入門ｾﾞﾐⅡ（66 回 684 名） 
・専門ｾﾞﾐを対象とした文献ｶﾞｲﾀﾞﾝｽの実施（ｾﾞﾐ単位で申込み制）(16 回 227 名) 
・留学生・院生対象ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ(随時) 

ｃ）サービス等 
  ・Webｻｰﾋﾞｽ(My ページ)の提供(利用状況照会、購入希望図書申込、文献複写・ 

貸借申込、My 新着図書情報、施設・PC 利用申込) 
2. 研究支援 
1）電子ジャーナル、e ブックの整備 
  Business Source Premiier(EBSCO)、MOMW(Making of the Modern World.)、 

GVRL(Gale Virtual Reference Library)、日経 BP、情報管理ほか 
2）データベースの契約 
  ・中国新聞経済データベース ちゅーBiz 
  ・「企業史料統合データベース」 
3）機関リポジトリ 

コンテンツ登録数 77 件、学術雑誌論文と図書の登録が増加した。 
ダウンロード数 21,539 件。 

 
3. 社会貢献 
1）一般公開(登録制)     ・学外者の利用可(無料)、 
2）中学校の職場体験の受入  ・祗園中学 3 年生 8 名(2 日間) 
 
4. 管理運営 
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提出大学名： 広島工業大学      

 

1. 教育支援 

・電子新聞の設置（Library Press Display の導入） 

・CNN放送受信設備の設置 

・オフィスソフトのほか、フォトショップ、イラストレーター、アクロバット、プレミ

ア、エクセル統計、校正辞書をインストールした貸出用ノート PCの導入 

・ブックハンティングに合わせてグッズハンティング（学習に役立ちそうなグッズの提

供）の実施 

・プレゼンテーション収録設備の導入 

・３Ｄハイビジョンカメラ貸出の実施 

・学習に役立つ公式等がプリントされたクリアファイルのデザインを学生アドバイザー

(図書館で学部生を支援する院生)が作成 

2. 研究支援 

・電子黒板の設置 

・学術雑誌の購読希望調査の実施 

・エルゼビアの電子ジャーナル契約の見直し（H25年度から論文単位購入に切り替え） 

3. 社会貢献 

・広島県大学図書館協議会研修会の会場運営 

・大学の地位貢献イベントに合わせて、紙芝居等の実施 

・図書館総合展へのポスター出展 

・広島県推進のクールシェアへの参加 

4. 管理運営 

・集密書架新設に伴う資料の移動 

・学生自主サークルの協力によりオープンソースの Webアンケートシステムを導入し利

用者アンケートを実施 

 

 



承合事項 4 平成 24 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） 

 
提出大学名： 広島国際大学              

 

1. 教育支援 
a) 学習環境 
 ・広島分館に簡易ブラウジングコーナーを設置 
 ・利用者用パソコン端末の機種交換 
b) サービス等 
・開館時間延長（試験期間中、本館 1 号館・呉分館にて延長） 
・日曜、祝祭日開館（試験期間中、本館 1 号館・呉分館にて実施） 
・新図書館システムの導入 
・利用者専用の学術ポータルサイト「Ufinity」の導入 
・HP 上に「よくある質問」を掲載 
・図書資料延滞を防ぐため返却期限日事前通知メールを追加 

 ・授業に沿った蔵書充実の為、授業担当者推薦本をデータベース化 
 ・一般教養図書の充実 
 ・比治山大学図書館との連携 
・学生図書委員による選書会（3 回）、ブックハンティング（1 回）の開催 
・不要になった消耗雑誌をリサイクル 

c) ガイダンス、各種講習会 
  ・基礎ゼミナールでの図書館ガイダンスほか、各種図書館利用説明会を行った。 
 

2. 研究支援 
a) 学術情報リポジトリ 
 ・コンテンツ収集と、その収集ルールを取り決めた。 
 

3. 社会貢献 
 a) 地域貢献 
  ・こども図書館の初年度開催（呉分館・広島分館） 
  ・「レッツトライキャンパスライフ」で地域高校の生徒へ図書館利用説明会を開催 

（呉） 
  ・地域中学校の職場体験学習の受け入れ（東広島本館） 
 
4. 管理運営 

 a) 耐震整備  
  ・ブックキーパーの設置（広島分館） 

 



承合事項４ 平成 24 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） 

 
提出大学名：広島国際学院大学              

1. 教育支援 

１）学習支援 ： 

① 講義に関連した「専門図書」及び「教養図書」の選定を先生方に依頼し、それ

を基に、選定図書コーナーへ教員別に配架をしている。そして、OPACでは、選

定図書のみが検索できるコーナーを設け、さらに、図書ホームぺージでも選定

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購入している。 

③ 英語読本コーナーを作り、教員が選定した図書を備え、英会話力アップの手助

けをしている。 

④ 留学生コーナーを作り、留学生が日本語に取り組める環境づくりの手助けをし

ている。 

⑤ 資格・就職関連図書コーナーを作り、就職活動に取り組める環境づくりをして

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。 

 

2. 研究支援 

１） データベース ： 導入したデータベースの利用状況を把握して、図書館運営委員          

会に資料提供をしている。 

２） 学位論文 ： 大学院生、教員の学位論文の保管をしている。 
 

3. 社会貢献                    

１） 公共図書館連携 : 大学図書館・広島県立図書館間の相互貸借に参加しており、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とした。また、広島県立図

書館で「サンフレッチェ広島」の展示資料の貸出を申し込んだ。 

２） 事前教育 ： 入学予定の高校生に対し、事前教育より課題として出された図書を

使って学習ができるよう、専用コーナーを作った。 

 

4. 管理運営 

    １）図書館運営委員会で検討を重ね、大学図書館情報システムの更新を行った。 

２）図書館内において無線 LANを完備した。 

  ３）館内にカメラを設置して、館内の利用状況が把握できるようになった。 

 



承合事項 4 平成 24 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） 

 

 
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」（23 日間、50 回）、「文献検索ガイダンス」（43 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し、学生目線での 

           アドバイスに努めた。また、試験期間等利用者の多い期間にはパソコン 

           相談員を配置し、対応した。 

 

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 LAN エリアの拡充を行った。 

               学術リポジトリを構築し、教員、大学院生等の研究成果を公開した。 

②企画展示     10 月下旬から 12 月上旬にかけて私立大学図書館協会協会賞受賞を記念 

して、明治法曹文庫の企画展示を行った。 

 

3. 社会貢献 

①学外者の利用受入  図書館の利用及び資料の貸出が可能。 

②職場体験の受入   中学生の職場体験学習としての場を提供した。 

③私立大学図書館   私立大学図書館協会西地区部会会長校としての業務を遂行し、無事 

協会西地区部会   終了し、責務を果たした。（2011～2012 年度） 

   

4. 管理運営 

①環境の整備      中間期（冷・暖房の入らない機関）の空調管理が課題となる。 

 



承合事項 4 平成 24 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） 

 

 
提出大学名：広島女学院大学              

1. 教育支援 

a.学習環境 

グループ演習室、プレゼンテーションルーム、個室、自由ＰＣコーナーなど様々な学習の

場を提供している 

・点字図書コーナーを設置し、点字図書を受け入れした(平成 23,24年度) 

b.サービス等 

・開館時間延長(夜間: 月-金 8：45-20：00､土 8：45-19：00, 日曜日開館: 繁忙期とｵｰﾌﾟﾝ

ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

・学生選書の新着展示  

・ライブラリーアドバイザーを置いて、学生からの相談に乗っている 

c.ガイダンス、各種講演会 

・新入生のために『図書館のしおり』作成 

・初年次セミナー、図書館ガイダンス（25回 432名） 

・クラスガイダンス（10回 84名） ・卒論文献検索ガイダンス（6回 37名） 

 

2. 研究支援 

a. e-book、e-journal、データーベースの整備 

b.研究用図書の管理 

  個人研究費図書の内、資産図書(5000円以上)は購入時より図書館扱いとし、各教職員

退職まで、長期貸出をしている。その資料は国情に登録し、OPACに表示されるので利用

の希望があれば応じている。学内者には貸出可、一般利用者には閲覧、複写等の対応を

している。 

c. 学術情報リポジトリ 

  コンテンツ数（累積 737件）  ダウンロード数（年間 24,906件） 

ｄ. ﾚﾌｧﾚﾝｽ回答事例の活用（データーベース準備中） 

 

3. 社会貢献 

・一般利用者の受入 

4. 管理運営 

a.アンケート等 

・利用者のご意見箱の設置と回答の掲示 

 



承合事項 4 平成 24 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） 

 

 
提出大学名： 広島都市学園大学             

 

1. 教育支援 

 試験期間中の開館時間延長（宇品館） 

  試験期間中の開館時間延長 

      普段         9：00―19：00 

      試験前・試験期間中  9：00―20：00 

 

 学生購入希望図書の充実（宇品館） 

  看護の臨地実習等に使える資料を充実しました。 

 

2. 研究支援 

 教員購入希望図書の充実（宇品館） 

  平成 23年度より購入冊数を増加しました。 

 

 

3. 社会貢献 

 学外利用者の受け入れ（宇品館） 

  蔵書数は少ないが、比較的出版年が新しいものが多く、立地も良いのでリピーターも

方もおられます。 

 

 

4. 管理運営 

・ ILL料金相殺サービスに加盟（宇品館） 

  加盟前と比べると依頼の便宜が良くなり、文献複写の受付数も増加しました。 

 

・ 健康科学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科の開設に伴い、西風新都キャンパスに図書館を設置。 

  名称：広島都市学園大学附属西風図書館 

 

 



承合事項 4 平成 24 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） 

 
提出大学名：広島文化学園大学  

 

1. 教育支援  

1) 文献検索ガイダンス実施（阿賀 26回 134名） 

2）新入生オリエンテーションガイダンス(長束 5回 311名)（郷原・坂 8回 106名） 

3）郷原キャンパス：メールマガジンの発行（平成 24年 10月～） 

4）阿賀キャンパス：公開講座記念展示（講師川嶋みどり先生の著作 40点 2ヶ月展示） 

5) 坂キャンパス：学生主体のイベント企画（選書ツアー参加人数 13名・費用 22万円・購

入冊数 153冊） 

 

 

2. 研究支援 

1) 研究用図書の管理：備品図書登録 

2） 広島県大学共同リポジトリ(HARP)参加 

3)  データベースの新規導入（医学文献検索サービスメディカルオンライン） 

 

 

3. 社会貢献 

1）阿賀キャンパス：近隣高校生の研究課題に対するレファレンスと図書・文献複写提供  

2）長束キャンパス：地域住民への図書貸し出しサービス実施(415名，1,700冊) 

3）坂  キャンパス：福祉専門学校生への大学図書館ガイダンスの実施 

 

 

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 4 平成 24 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） 

 

 
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 実習貸出、長期休業貸出 

2) 各種講習会 図書館ツアー（新入生対象：140名）、ゼミ対象ガイダンス（13回 82

名）、（授業 5回 140名） 

3) ブックハンティング実施（6グループ 11名 費用：10万円 購入冊数 53冊） 

4) すずらん賞の実施（読書週間関連イベント） 

5) 各種展示 企画展：1回 沖森文庫展  特集コーナー：4回 

6) 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) 課題 リポジトリにおける紀要以外のコンテンツ収集 

 

3. 社会貢献 

1) 司書講習支援 

2) 図書館の一般開放 

 

4. 管理運営 

1) 規程の整備 1件 

「広島文教女子大学附属図書館図書管理規程」 
2) 内規・要領の整備 2件 

  「寄贈図書等受入れ基準に関する内規  」 

「広島文教女子大学附属図書館貴重資料等の指定及び取扱要領」 

3) 規程の改正 2件 

  「広島文教女子大学附属図書館規程」「広島文教女子大学附属図書館委員会規程」 

4) 1階資料室空調工事 

5) 図書館 1階無線 LAN設置（平成 25年 3月） 

6) 図書館 1階パソコン及びプリンタの入れ替え（平成 25年 3月） 

 



承合事項 4 平成 24 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） 

 
提出大学名：福山大学 

 

1. 教育支援 

  新入生を主体とする「図書館オリエンテーション」を実施した。 

  新入生にすすめる 50冊の本（創刊号）を刊行し、新入生・教員へ配布すると共に 

  教育懇談会に出席された保証人へ配布した。 

 

 

 

 

2. 研究支援 

  ＨＡＲＰと目的を同じくするリポジトリが国立情報学研究所（ＮＩＩ）にも設立 

  されたので加盟し、平成 25年 2月には関係教員にも説明会を実施した。 

 

 

 

 

3. 社会貢献 

  地元小学生を図書館に招き、ビデオ鑑賞・資料説明を実施した。  

地元の公共図書館との連携強化を図った。 

 

 

 

 

4. 管理運営 

 「ラーニング・コモンズ」開設費として平成２５年度図書館予算に一部計上出来た。 

 

 



承合事項 4 平成 24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 ） 

提出大学名： 福山平成大学附属図書館           

 

1. 教育支援 

1)ラーニング・コモンズ「スモール・ディスカッション・ルーム」開設 

2)ゼミ単位のガイダンス 

3)長期貸出(長期休業中) 

4)開館時間延長(講義期間中) 

5)学生からの図書購入希望票提出による図書購入 

6)各種資格試験検定問題集の購入 

 

 

 

2. 研究支援 

1)電子ジャーナル・データベースの整備 

2)教職関係書籍の購入 

 

 

 

3. 社会貢献 

・一般開放(図書の貸出及び館内資料複写、236名登録) 

・中学生の職場体験受入(夏休み 5日間：5名、10月 2日間：5名) 

 

 

 

4. 管理運営 

・図書館システムの保守 

・図書館運営委員会の開催 

・図書館利用案内の作成 

・蔵書点検の実施 

 

 



承合事項 4 平成 24 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） 

 
提出大学名： 安田女子大学             

1. 教育支援 
a)学習環境  

・図書館システム更新 リメディオ（リコー）→ Carin-i(京セラ丸善) 

・自動貸出機(ABC2台)、入退館システム設置 

・閲覧席ほぼ全席で無線 LAN利用可能（アンテナ、電源コンセント） 

・学生がグループで利用する 3室ある研究室に BS地上波が受信できるモニター設置 

   H25からは CS放送で CNN受信契約利用開始 

・図書館旧館２，３階カーペット更新、一部椅子布地張替  

・図書館内全階段に手すり完備（移動困難なハンデキャップを有する利用者向け） 

・入学前教育紹介資料を図書館に蔵書し入学予定者の閲覧利用を可能としている。 

・授業参考図書 前期、後期授業用参考図書を予め教員から希望を聞きコーナーに用意 

・図書館利用案内ＤＶＤ作成 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ授業の一環として協力 

・過去のシラバスを保管し卒業者等希望者のニーズに対応できるようにしている 

・本学常勤教員出版物コーナー、推薦図書コーナーを設置している 

b)サービス・ガイダンス等 

・図書館ガイダンス 36回（前期 30、後期 6）、対象 1,060人 （在籍学生 4,350名） 

・図書館ボランティア ボランティア希望学生の受入（新聞・書架整理体験） 

・フィールドワーク対応 心理学基礎演習授業 2ｸﾗｽ各１ﾁｰﾑ受入 

・図書館展示 前期「ひろしま物語～文学・歴史・地理～」後期「絵画に親しもう」 

・サブ展示 1か月程度の短期間でテーマを変え蔵書を中心に紹介 

2. 研究支援 
・ＤＢ JIJI-Web, JDreamⅢ, 医中誌, PycARTICLES, SciFinder 

・ＥＪ ACS, Wileyに加え H25.1 から生化学・薬学パッケージ（ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ）購読開始 

・新聞記事ＤＢ 中国新聞、聞蔵 

・H26年開設する予定の看護学部用所蔵済図書の調査 

・退職教員他から図書返却、寄贈受け 

3. 社会貢献 
・地域社会見学受入 安佐南区老人大学 

・保護者懇談会、オープンキャンパス 図書館見学対応 

・学園幼稚園園児 夏季お泊り保育時の絵本読み聞かせ等図書館利用サポート 

・学園小学生 大学見学時の大学図書館見学 

・学園中学生 夏季休業中の「テーマ研究」のため来館 

・職員中 3名ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟを有している職員がいるが 1名の職員の退職に伴い 8月新たに採用 

4. 管理運営 
・図書等選定専門委員会 学科用教育図書・研究図書を手始めに、館長が主宰する本委員会の承認が 

得られた図書を蔵書に選定する仕組みがスタートした。 

・図書館運営委員会 学科から 1名の委員から構成する委員会で定期 2回、必要時随時開催 

・名誉教授室を図書館内に用意し来学された際の応接を館員が対応 

H25年度 

 ・図書館閲覧席 現在 450席（学生数 4350名）不足しているので 100席以上増席予定。 

 



承合事項 4 平成 24 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） 
提出大学名： 近畿大学工学部     

1. 教育支援 

a) 学習環境 

 ・貸出用ノート PC提供、無線 LAN環境整備 

b) サービス等 

 ・試験期間中（平日）の開館時間変更（通常 9:00→8:30） 

・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 

・ポータブル DVD使用による所蔵映像資料内容展示 

・不要図書のリユース（455冊譲渡） 

c) ガイダンス、各種講習会 

 ・新入生図書館利用説明会（館内見学・検索実習：出席率 97.9%、クイズ形式オリエン 

テーション：出席率 94.7%）、文献検索セミナー等 

 

2. 研究支援 

a) 電子ジャーナル・データベースの整備 

・学園内各学部との連携整備 

b) 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. 社会貢献 

a) 展示、イベント 

・建築学科の学生作品展示 

・中学生の職場体験 

・うめの辺コンサート 

 

4. 管理運営 

1) システム更新に向けて検討（H25年度導入） 

 



承合事項 4 平成 24 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） 
提出大学名： 海上保安大学校    

 

1. 教育支援 

１）開館時間外における図書館１階部分の一部開放（図書館の活用） 

    平日     閉館後  ～２１：１５ 

土、日、休日 ０８：３０～２１：１５ 

   学生及び研修生を対象に図書館１階の一部を開放（平成２１年度から継続実施） 

２）学生、研修生の希望図書の購入（読書に親しむ）  

   平成２３年度から継続して購入、図書館１階の一部開放部分に配架 

３）課題：図書館１階の１部開放部分の充実 

狭隘な開放部分における配架図書及びレイアウトの検討など 

 

 

2. 研究支援 

１）広島県大学共同リポジトリ参加（Ｈ２５.２月） 

２）研究用図書の購入発議、登録及び管理 

３）課題：書庫の狭隘 

 

 

3. 社会貢献 

  貴重図書（旧海軍大学校図書）及び海洋保ライブラリに関する、外部からの問合せへ

の対応 

 

 

 

4. 管理運営 

 



承合事項 4 平成 24 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） 
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（９：００～１９：００ 

２）読書カード（３０冊で５００円の図書カード） 

３) 山女図書館通信の毎月発行（おすすめ本・新着図書） 

４) 雑誌・付録の無料配布 

５）教員おすすめ本コーナーの設置検討 

 

 

 

 

2. 研究支援 

１）紀要 年１回発行 本学HPへのアップ検討 

 

 

 

 

3. 社会貢献 

１）一般開放を積極的に広報する（貸出も検討） 

２）寄贈されたシルクロード関連の展示スペース設置検討 

 

 

 

 

4. 管理運営 

１） 昨年８月に新システム導入 

２） キャレルデスク（個人スペース）設置 

３） PCスペースの拡充（PCの増台） 

４） 書架のスペース上、大幅な廃棄を検討 

 



承合事項 4 平成 24 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） 
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・DB検索講習を行っている 

 Wi-Fiスポット設置（au・softbank） 

 ブックハンティング（２回）実施 

 

課題 

 ブックハンティング実施の時期および参加者募集 

 

2. 研究支援 

 

 

 

 

3. 社会貢献 

 

 中学生の職場体験受入（３校） 

 

 

4. 管理運営 

 

 一部複本の除籍 

 

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 4 平成 24 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） 
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  利用者パソコン一斉更新（22台） 

           参考図書改版購入 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（JST）による JDreamII講習会（対象：4年生全クラス） 

3) 情報窓口     各種申込受付（マイクロソフト包括ライセンス、メールアドレス 

           等パスワード変更手続き、連絡網システム対応、学生私有パソコ 

ン利用申請手続き等） 

4) 学生用図書    従来の教員による推薦枠に加え、新任教員推薦特別枠の設置 

           ブックハンティングの実施（年 2回） ガイドブックの整備 

（国内 るるぶ 47点（全都道府県）、海外 地球の歩き方 83点） 

5) 課題       利用マナーの確保 

           貸出冊数および入館者数（昨年度比微増） 

 

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（H23～） 

3) 課題         電子ジャーナル購入経費 

             書庫の狭隘、廃棄基準の策定 

 

3. 社会貢献 

1) 一般公開   閲覧、貸出サービスの実施 

2) 施設紹介   小学生および中学生訪問時 

3) 企画展示   学校見学会における教科書展示 

 

4. 管理運営 

1) 継続図書および継続雑誌の見直しを行う予定（H25年度） 

 

 

 



承合事項 4 平成 24 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） 
提出大学名：広島商船高等専門学校              

 

1. 教育支援 

a) 学習環境 
 ・資格試験コーナー設置。 
・英語力アップコーナー設置。 

b) サービス等 
・MyLibraryサービスの開始。 
・校内作文・表現コンクールの表彰及び最優秀・優秀作品を図書館だよりに掲載。 
・第 2回ブックハンティングの実施(99冊購入) 

c) ガイダンス、各種講習会 
 ・新入生図書館ガイダンス(3回 146名）、文献検索ガイダンス(1回 21名) を行った。 
d) 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はない。 
 

2. 研究支援 

a) 電子ジャーナル・データベースのトライアル 
 ・シュプリンガー・ジャパン（平成 24年 8月 6日～10月 5日） 
・理科年表、化学書資料館（平成 24年 11月 26日～12月 8日） 

b) 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 

 a) 展示、イベント 
  ・第 4回ミニコンサート開催（観覧者約 60名） 
 b) 地域との連携 
  ・図書館一般利用者への図書館だよりの送付。 
  ・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 

 a) 書架 
  ・書架の増設（1列 8段を 1台、2列 3段を 3台） 

b) 課題 
・図書館職員の絶対数不足 
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