
承合事項1　学生からの図書購入申込みについて

大学名
利用者種別

学生一人当たりの図書購入申込みに
制限はありますか。

A.　冊数制限あり
B.　金額制限あり
C.　その他制限あり
D.　制限無し

学部生
Ａ

15点、おおむね50,000円

大学院生 Ａ 25点、おおむね100,000円

学部生 Ｄ

大学院生 Ｄ

学部生 Ｄ

大学院生 Ｄ

学部生 Ｄ

大学院生 Ｄ

広島大学

尾道市立大学

県立広島大学

広島市立大学

　福山市立大学附属図書館では，所蔵していない図書資料について，学生からの購入申込み（リクエスト）を受け付けています。現在のところ，特定の学生による申込みが突
出する状態ではありませんが，申込み冊数等について一定程度の制限をかけるべきか検討しているところです。
　そこで，加盟各館における学生からの図書購入申込みについての制限内容をお伺いします。
　なお，学部生・大学院生といった利用者種別によって制限内容が異なる場合は，お手数ですが種別ごとにご回答くださいますようお願いいたします。

　学生一人当たりの図書購入申込みに制限はありますか。
　該当する選択肢を選択し,制限のある場合はその内容をご記入ください。

【補足】平成２２年度総会において，「学生希望図書におけるライトノベルズ等（マンガも含む）の扱いについて」という承合事項があり，内容による選定基準やその利用状況に
ついて加盟各館からの回答があったことを申し添えます。
　(福山市立大学提出)

具体的な制限内容をご記入ください。

1点が50,000円を超える高額資料も制限。定価が不明である場
合は、和書5,000円、洋書10,000円とみなし、当該価格をもって
適用。ただし、定価が判明した場合は、すみやかに補正したう
え、必要な措置を講じる。



学部生 Ｄ

大学院生 大学院を設置していません

その他 特に制限なし

学部生 Ｄ

大学院生 Ｄ

学部生 Ｄ

大学院生 Ｄ

学部生 Ｂ

大学院生 Ｂ

学部生 Ｄ

大学院生 Ｄ

学部生 Ｃ 蔵書構成上専門関連分野以外の特定分野に資料が偏るような希望は受け付けない。

大学院生 Ｃ 蔵書構成上専門関連分野以外の特定分野に資料が偏るような希望は受け付けない。

学部生 Ｂ

大学院生 Ｂ

学部生 Ａ

大学院生 Ａ

学部生 B

大学院生 B

その他 まんが形式の本

学部生

大学院生

その他 B.規程としてはないが制限はあり

学部生 Ｄ（Ｈ24年度においては）

大学院生

学部生 B

大学院生 B

教員の推薦がある場合を除き原則購入しない。

ひとりいくらとは決めていませんが、学生希望図書を購入するための予算枠を決めているので、その中
で調整します。

広島経済大学

広島工業大学

制限は設けていないが、すべてを購入するとは限らない。

制限は設けていないが、すべてを購入するとは限らない。

広島国際大学

年間１人１０冊以内（学習に必要な図書、教養を身につけるための図書が対象）

年間１人１５冊以内（学習に必要な図書、教養を身につけるための図書が対象）

広島国際学院
大学

広島修道大学

福山市立大学

エリザベト音楽
大学

日本赤十字広
島看護大学

比治山大学

広島女学院大
学

広島都市学園
大学

広島文化学園
大学

図書購入希望の予算範囲内であれば受け付ける

図書購入希望の予算範囲内であれば受け付ける

購入限度額１万円

購入限度額１万円

１人につき当該年度２～３万円

１人につき当該年度２～３万円

概ね一人当たり2万円



学部生 Ｄ

大学院生 Ｄ

学部生 Ｄ

大学院生 Ｄ

学部生 Ｄ

大学院生 Ｄ

学部生 Ｄ

大学院生 Ｄ

その他 　優先順（複数冊の場合）、希望理由（卒論用）を記入していただくようお願いしている。

学部生 Ｃ

大学院生 Ｃ

学部生
Ｃ

大学院生

学部生 Ｄ

大学院生

学部生 Ａ

大学院生

学部生 Ｄ

大学院生

学部生 Ｄ

大学院生 -

福山平成大学

ライトノベル、漫画等は購入しない場合がある近畿大学工学
部

希望図書購入経費そのものが低予算となっており、当該予算内において各学年からの優先順位により
購入している。

海上保安大学
校

広島文教女子
大学

福山大学

安田女子大学 購入希望票で申請。希望する図書が大学図書館の蔵書とてしてふさわしくないとみられる図書は図書
選定時（図書等選定専門委員会）にアウトになる。配架時、購入不可時とも購入希望者に連絡してい
る。

広島商船高等
専門学校

山陽女子短期
大学

1度の申請で2冊まで、但し、年間の冊数制限はなし鈴峯女子短期
大学

呉工業高等専
門学校

図書館の蔵書として不適当と判断すれば購入しない。

ライトノベル、漫画等は購入しない場合がある



承合事項2　 図書館の開館時間について

質問/大学 広島大学 尾道市立大学 県立広島大学 広島市立大学 福山市立大学

1.現在の開館時間を
教えてください。

【授業期】
中央：（月-金）8:30-22:00
（土日）10:00-20:00
東・西：（月-金）8:30-21:00
（土）10:00-17:00
霞：（月-金）8:30-22:00(23:45)
（土日）9:45-20:00
東千田：（月-金）8:30-22:00
（土）12:00-22:00
【休業期】
中央・東・西：　（月-金）8:30-
17:00
霞：　（月-金）8:30-22:00
東千田　（月-金）8:30-21:00
（土）13:00-19:00

授業期間
：8:45～20:00（月～金）
休業期間および授業期間の土曜
日：8:45～17:00

(広島・三原キャンパス）
授業期：平日9：00～21：30
　　　　　　土12：00～18：00
休業期：平日9：00～20：30

（庄原キャンパス）
授業期：平日9：00～21：30
（休講日：9：00～18：30）
集中講義休日臨時開館
：10：40～16：20
休業期：平日9：00～17：00

通常期（授業期）
8：45～19：00
休業期
8：45～17：00
試験期
8：45～20：00

講義期間中：
平日　8：45～21：00
土曜日　8：45～17：00

学生休業期間中：
平日・土曜日　8：45～17：00

2.ここ2～3年で、開館
時間の延長を実施し
たことがありますか？
A.　した
B.　していない

A Ａ B.　していない B B.していない

3-1.
2でB　していないと回
答した図書館にお伺
いします。
実施していない理由を
具体的にお教えくださ
い？

開館時間の延長については，あ
まり要望がない。

・本学の立地が山間部のため、
バス等の交通手段が未整備のた
め。
・警備上、防犯上未整備のため。
・図書館だけではなく附属施設等
関係部署全ての問題のため。
・開館延長を希望する人が少数
派のため。

利用者からの要望もなく，また閉
館前の利用者数も多くないため。

　平成24年8月の「新たな未来を築くための大学教育の質的転換にむけて」にも明記されている「開館時間の延長」については、図書館と
してももっともなことと認識していますが、小規模図書館では、限られた人員と予算の中で対応に苦慮しています。必要とされているサー
ビスは何か、本当に利用者の利便性となっているのか、限られた状況の中でどのような工夫ができるのかを検討するために、「延長」と
「無人開館」の2点について各館の実情をお聞かせください。
　(日本赤十字広島看護大学提出)



質問/大学 広島大学 尾道市立大学 県立広島大学 広島市立大学 福山市立大学
3-2
今後実施する予定は
ありますか？具体的に
お教えください。

開館時間を15分程度早めること
について検討中。

すぐに実施する予定はありませ
ん。（状況調査中）

現在のところありません。

4-1
2で実施したと回答さ
れた図書館にお伺い
します。
何時から何時へ延長
しましたか？

中央：　土日の閉館時間　18:00
→20:00
霞：　12-3月期の閉館時間
22:00→23:45
および、平成25年度より月1回の
休館日を廃止。

開館時間を、午前9:00から午前
8:45に変更

4-2.
4-1を実施するために
工夫したこと、具体的
な方策等をお教えくだ
さい。

時間外アルバイトの増員
出勤時間（8:30）から開館時間
（8:45）までの時間が短いので、
開館準備を効率よくやる

4-3
延長を実施して、よ
かったことと、困ったこ
とを教えてください。

開館時間の延長や24時間開館
の要求は、利用者が図書館を使
いたいと思うときに開館していな
いことが原因になっていると思わ
れる。図書館の開館日程や開館
時刻を確実に広報することが大
切である。また省エネや経費節
約、安全性の観点から、深夜など
利用が多くない時間帯に照明、
冷暖房をフルに運転することに対
して学内外の理解が必ずしも得
られない状況がある。効率、安全
に配慮した設備に改修したり、エ
リアを限定した開館延長などが望
まれる。

１限目の授業開始前に来館する
利用者が増加した

5.
無人開館は実施して
いますか？
A.　実施している
B.　実施していない

B B B.　していない B B.していない



質問/大学 広島大学 尾道市立大学 県立広島大学 広島市立大学 福山市立大学

6-1.
5で実施していないと
回答された図書館へ

実施していない理由を
具体的にお教えくださ
い。

施設のセキュリティ、安全上の問
題

セキュリティの問題や、無人開館
に伴う費用についてなどの課題
がある。

開館時間の延長については，あ
まり要望がなく，無人開館のため
の設備もない。

・延長開館時も職員で対応してお
り、無人開館をして不測の事態が
起こった時等、管理責任上、不安
があるため。
・自動貸出機や入退館システム
等が未整備のため。

現在の職員体制で，開館時間を
カバーできるため。

6-2
今後実施する予定は
ありますか？

検討中 未定です 特に予定はない。

開館時間がさらに延長すれば実
施するかもしれないが、6-1のと
おり課題があるため、現在は調
査中。

現在のところありません。

7-1.
5で実施していると回
答された図書館へ

7-2
実施方法は決まって
いますか？具体的に
お教えください。

7-3
無人開館を実施して、
よかったことと、困った
ことをお教えください。

8.
開館時間の延長や無
人開館を実施したが、
中止したという事例が
ありましたら、詳しくお
教えください。

ありません



承合事項2　

質問/大学

1.現在の開館時間を
教えてください。

2.ここ2～3年で、開館
時間の延長を実施し
たことがありますか？
A.　した
B.　していない

3-1.
2でB　していないと回
答した図書館にお伺
いします。
実施していない理由を
具体的にお教えくださ
い？

エリザベト音楽大学 日本赤十字広島看護大学 比治山大学 広島経済大学 広島工業大学

授業期
月-金　8：50-17：50
　土　　8：50-16：50
休業期
月-金　8：50-16：50
　土　　8：50-12：00

平日　9：30-20：00
土　　9：30-17：00

９：００～１９：００

＜講義期間中＞
月～金　　8：30～21：00
　土　　　　9：00～17：00

＜長期休暇中＞
月～土　　9：00～17：00

B Ｂ A
　　B

B

今のところ、延長を希望する利用
者が
それほど多くない為。

特に要望がない

　2005年度から現在の開館時間
になっており、開館時間の延長を
していないわけではありません
が、ここ2～3年では実施していま
せん。。

平成２１年度４月から開館時間を
２１：００までに延長した。



質問/大学
3-2
今後実施する予定は
ありますか？具体的に
お教えください。

4-1
2で実施したと回答さ
れた図書館にお伺い
します。
何時から何時へ延長
しましたか？

4-2.
4-1を実施するために
工夫したこと、具体的
な方策等をお教えくだ
さい。

4-3
延長を実施して、よ
かったことと、困ったこ
とを教えてください。

5.
無人開館は実施して
いますか？
A.　実施している
B.　実施していない

エリザベト音楽大学 日本赤十字広島看護大学 比治山大学 広島経済大学 広島工業大学

予定なし 検討中
　今のところこれ以上の時間延長
は考えていません。

なし

通常期　１８：００を１９：００としま
した。

平日は19：00から21：00に延長し
ました。
土曜日は13：00、16：00から数年
かけて17：00に延長しました。

それまで、職員１名とアルバイト
学生１名で対応していましたが、
アルバイト学生２名での対応とし
ました。アルバイト学生がいない
日は、職員の時差出勤も考えて
います。

平日19：00までは職員が交代で
勤務していましたが、21：00にす
る時にアルバイトだけの開館とし
ました。

今年からの実施のため、まだわ
かりません。しかし、毎年のように
学生から時間延長については要
望が出ていて、図書館からも予
算措置を要求していたのですが、
ずっと見送られていました。よう
やく学生の要望に応えることがで
き良かったと思っています。た
だ、利用者が大幅に増えたという
ことはありません。

学生からの要望があって時間延
長したので、良かったことは学生
が喜んでいるのではないかとと
思います。
困ったことは、職員がいない時間
帯の図書館サービスを限定せざ
るを得ないことです。（1階のレ
ファレンスカウンターは、閉鎖して
います）

学生の自学自修の支援に寄与で
きた。
延長を行うための人員の手配に
苦慮した。

B Ｂ B B B



質問/大学

6-1.
5で実施していないと
回答された図書館へ

実施していない理由を
具体的にお教えくださ
い。

6-2
今後実施する予定は
ありますか？

7-1.
5で実施していると回
答された図書館へ

7-2
実施方法は決まって
いますか？具体的に
お教えください。

7-3
無人開館を実施して、
よかったことと、困った
ことをお教えください。

8.
開館時間の延長や無
人開館を実施したが、
中止したという事例が
ありましたら、詳しくお
教えください。

エリザベト音楽大学 日本赤十字広島看護大学 比治山大学 広島経済大学 広島工業大学

図書館がシステム化されておら
ず、
無人化に対応できないため。
また、システム化されても、当館
は楽譜等
閉架資料が多く、無人での対応
は困難。

特に要望がない
セキュリティの問題もあり、現状
での実施は考えられません。

無人で開館する必要を感じてい
ません。社会科学系の図書館な
ので、開館時間延長と貸出サー
ビスで何とかやっていけると思い
ます。
（ただの自習室であれば、図書館
でなくてもいいと思います）

防犯上の懸念がある。

予定なし なし ありません。 今のところありません。 なし

ありません。



承合事項2　

質問/大学

1.現在の開館時間を
教えてください。

2.ここ2～3年で、開館
時間の延長を実施し
たことがありますか？
A.　した
B.　していない

3-1.
2でB　していないと回
答した図書館にお伺
いします。
実施していない理由を
具体的にお教えくださ
い？

広島国際大学 広島国際学院大学 広島修道大学 広島女学院大学 広島都市学園大学（宇品）

平日　：9：00～20：00
土曜日：9：00～16：30

（授業期）
平日：８時３０分～１８時５０分
土曜日：８時３０分～１３時

（休業期）
平日：８時３０分～１６時５０分
土曜日：８時３０分～１３時

月～金　8:45～21:30
土　　　　9:15～16:30
日       10:00～16:00
（休暇時）
月～金　9:15～16:30
土　　　　9:15～12:30
日        休館
海の日、成人の日、授業日を除く
祝日は閉館

月～金 : 8時45分～20時
土　　　 : 8時45分～19時
※その他　繁忙期（卒論、試験
期）、オープン・キャンパスの時は
日曜日も開館している

月―金曜日　9：00～19：00
土曜日　　　　9：00～14：00

Ａ A.　した A B A.  した

夜間開館も行っており、当館の規
模、人員を考慮してできる限りの
実施をしている



質問/大学
3-2
今後実施する予定は
ありますか？具体的に
お教えください。

4-1
2で実施したと回答さ
れた図書館にお伺い
します。
何時から何時へ延長
しましたか？

4-2.
4-1を実施するために
工夫したこと、具体的
な方策等をお教えくだ
さい。

4-3
延長を実施して、よ
かったことと、困ったこ
とを教えてください。

5.
無人開館は実施して
いますか？
A.　実施している
B.　実施していない

広島国際大学 広島国際学院大学 広島修道大学 広島女学院大学 広島都市学園大学（宇品）

試験集中期間において、
平日、土曜日：9：00～22：00
（2時間　開館延長：20時閉館を
22時へ）
日曜日：10：00～16：00
（日曜日開館を実施）

土曜日
　　１３時→１５時３０分
日曜日
　なし→１０時～１５時３０分

前期、後期試験準備及び期間中
における土曜日は9：15～16：30
を17：30まで
１時間延長
日曜日は10:00～16：00を17：00ま
で
１時間延長

前期試験前と試験中2週間ほど
開館時間の延長を行った。
平日の閉館時間を1時間繰り下
げ20：00
土曜日の閉館は3時間繰り下げ
17：00とした。

・見回りの強化
・館員のシフト調整

勤務者には、別の日に代時間を
取ってもらった。

特になし。
学生への告知を行った。職員2人
の時間差出勤の幅を広げること
で対応した。

・試験集中期間に日曜日開館・開
館時間延長を行い、多くの学生
が閉館時間前まで利用し、学生
へのサービス向上へとつながっ
た。
・館員のシフト調整が困難な場合
があり、余裕をもってカウンター
に人員を配置することが出来ず
困った。

土・日しか利用できない学外者に
喜んで利用してもらえた。

試験の予備日について実際には
試験
がなかったので、土曜日の閉館
時間を
16：30に変更したが、情宣が徹底
でき
ていなかった。

学生が、学習に集中できた。試験
前と試験期間中に限定した短期
間だったため、現職員のままでの
対応が可能であった。

B B B B B



質問/大学

6-1.
5で実施していないと
回答された図書館へ

実施していない理由を
具体的にお教えくださ
い。

6-2
今後実施する予定は
ありますか？

7-1.
5で実施していると回
答された図書館へ

7-2
実施方法は決まって
いますか？具体的に
お教えください。

7-3
無人開館を実施して、
よかったことと、困った
ことをお教えください。

8.
開館時間の延長や無
人開館を実施したが、
中止したという事例が
ありましたら、詳しくお
教えください。

広島国際大学 広島国際学院大学 広島修道大学 広島女学院大学 広島都市学園大学（宇品）

・図書館が独立しておらず、入館
システムおよび、セキュリティシス
テムが未導入であるため。

利用者からの要望が出ていない
ため。

現状では不可能です。
・安全面
・きめの細かい利用者サービス、
支援が出来ないため

図書の無断持ち出しにつながっ
てしまいそうだ。
図書の個人自動貸し出し機等の
設置も必要となる。

特になし。
現在のところはない。

ありません。 ありません 現段階では、考えていない。

中止した事例なし。



承合事項2　

質問/大学

1.現在の開館時間を
教えてください。

2.ここ2～3年で、開館
時間の延長を実施し
たことがありますか？
A.　した
B.　していない

3-1.
2でB　していないと回
答した図書館にお伺
いします。
実施していない理由を
具体的にお教えくださ
い？

広島文化学園大学 広島文教女子大学 福山大学 福山平成大学 安田女子大学

【郷原キャンパス】9：00-17：00
【坂キャンパス】　講義期間中
（平日）金を除く9：00-19：00（金曜開
館）9：00-17：00
【阿賀キャンパス】　講義期間中
（平日）木を除く　9：00-20：00
（木曜開館）9：00-18：00　（土曜開
館）13：00-17：00
長期休暇中9：00-17：00
【長束キャンパス】　講義期間中9：
00-18：00
長期休暇中9：00-17：00

【授業期】
月～金：9：00-19：00
土　　　：9：00-15：00
【休業期】
月～金：9：00-17：00
土　　　：休館
司書講習授業日は、授業期に準
ずる。

8:30～19：30(※休業期間：8：30
～17：00)

月～金　8:30～19:00
(長期休業中は～17:00)
土　8:30～15:30
(長期休業中は～12:30)

授業期
月～金　８：３０～２１：００
土　　　　８：３０～１９：００

A.　した(長束)
B.　特に開館時間に変更無(阿
賀・郷原・坂）

B A.　した B Ａ．

1.人件費抑制
2.夜間時間が延長された場合の
危機管理の体制が整わないため
（阿賀）

・現在のところ、具体的な開館延
長についての要望が出されてい
ないため。
・人員、予算措置ができていない
ため。



質問/大学
3-2
今後実施する予定は
ありますか？具体的に
お教えください。

4-1
2で実施したと回答さ
れた図書館にお伺い
します。
何時から何時へ延長
しましたか？

4-2.
4-1を実施するために
工夫したこと、具体的
な方策等をお教えくだ
さい。

4-3
延長を実施して、よ
かったことと、困ったこ
とを教えてください。

5.
無人開館は実施して
いますか？
A.　実施している
B.　実施していない

広島文化学園大学 広島文教女子大学 福山大学 福山平成大学 安田女子大学

なし(阿賀・郷原・坂）

学生の総学修時間確保のため、
大学の方針として、開館延長を求
められるようになる場合は、延長
していく。

具体的な予定等はありません。

・各キャンパスによって学生の利
用実態が異なるため、延長時間
は各キャンパス毎で異なる(回答
1参照）
・講義期間中：週2回延長を平日
全て延長へ変更(9-17時から9-
18時へ)(長束)

17：00～19：30

月～金　開館
９：００→８：３０、
閉館２０：００→２１：００
土　開館９：００→８：３０、
閉館１７：００→１９：００

各キャンパスの学生の利用実態
に合わせ延長している

フレックス制により開館延長勤務
時間を確保

・パートタイム職員の始業・終業
時間の変更（総就業時間は変更
せず）

よかったこと：実習の準備などで
長時間調べものをしたい学生に
少しは対応できるようになった
困ったこと：シフトのやりくり(人員
2名での延長のため1名が出張ま
たは病欠するだけで開館時間を
短縮しなければならない)（長束）

利用者の利便性の向上に寄与出
来た。

・学内他施設の利用時間にほぼ
準じた時間となって、利用学生か
らの利用時間拡大要望が減っ
た。（少数ではあるが、祝日開館
希望が稀にある）

B B B B B



質問/大学

6-1.
5で実施していないと
回答された図書館へ

実施していない理由を
具体的にお教えくださ
い。

6-2
今後実施する予定は
ありますか？

7-1.
5で実施していると回
答された図書館へ

7-2
実施方法は決まって
いますか？具体的に
お教えください。

7-3
無人開館を実施して、
よかったことと、困った
ことをお教えください。

8.
開館時間の延長や無
人開館を実施したが、
中止したという事例が
ありましたら、詳しくお
教えください。

広島文化学園大学 広島文教女子大学 福山大学 福山平成大学 安田女子大学

機器の導入など大幅な設備投資
が必要となるため

・図書館棟に警備室がないことや
図書館内の設備上の問題で、セ
キュリティ面に不安があり、無人
開館を行うことが難しい。

管理上の問題に懸念が残る為。
・自動貸出・返却器等無人開館
用の設備がない

・深夜等無人開館を考慮せざるを
得ない時間の開館について要望
がない
・防犯設備の追加工事が必要と
なる
・開館中の人件費は不要でも光
熱費は必要

なし
今後、大学からの要望があり、セ
キュリティの問題が解消されれ
ば、検討していく。

未定 ありません
・具体的なニーズが出た時点で
考慮したい



承合事項2　

質問/大学

1.現在の開館時間を
教えてください。

2.ここ2～3年で、開館
時間の延長を実施し
たことがありますか？
A.　した
B.　していない

3-1.
2でB　していないと回
答した図書館にお伺
いします。
実施していない理由を
具体的にお教えくださ
い？

近畿大学工学部 海上保安大学校 山陽女子短期大学 鈴峯女子短期大学 呉工業高等専門学校 広島商船高等専門学校

授業期
（祝日授業開講日を含む）
平日　　　9:00-20:00
土曜日　 9:00-17:00

休業期
平日　　　9:00-17:00
土曜日　 9:00-13:00

月、火、木 ：０８３０～１８：３０
水、金 ： ０８３０～１７００

授業期間中
月～金　９：００　～　１９：００
休業中　９：００　～　１７：００

８：４０～１８：００
（授業がない日は、９：００～１
６：００）

授業期
平日  　9:00-20:00
土曜日 10:00-15:30
試験期
平日　   9:00-21:00
土・日・祝　 10:00-17:30
休業期
平日   9:00-17:00

授業期(平日)　8:30～19:00
授業期(土日)　10:15～17:00
休業期(平日)　8:30～17:00
休業期(土日)　休館
 祝   日　　　　 休館

A B A Ｂ B Ｂ

過去に試行で土曜開館を実
施したが、さほど需要が無
かった。
ただし、現在は、学生、研修
生を対象に開館時間外にお
いて一部を開放している。

2007年度に20分延長したが、
利用者が少なかった為、延長
を中止した経緯がある。
閉館時の状況を見ると実施し
ても前回延長時と同様の状況
であるように思われる為、実
施していない。

時間外要員の確保が予算的
に困難

時間外要員確保が難しいた
め。
予算の確保が難しいため。



質問/大学
3-2
今後実施する予定は
ありますか？具体的に
お教えください。

4-1
2で実施したと回答さ
れた図書館にお伺い
します。
何時から何時へ延長
しましたか？

4-2.
4-1を実施するために
工夫したこと、具体的
な方策等をお教えくだ
さい。

4-3
延長を実施して、よ
かったことと、困ったこ
とを教えてください。

5.
無人開館は実施して
いますか？
A.　実施している
B.　実施していない

近畿大学工学部 海上保安大学校 山陽女子短期大学 鈴峯女子短期大学 呉工業高等専門学校 広島商船高等専門学校

予定なし。
今現在、具体的には考えてい
ない。

現時点において予定はない 予定なし。

試験期間中の平日のみ
開館時間　9:00→8:30
（閉館時間変更なし）

９：００　～　１７：３０
→　９：００　～　１９：００

閲覧業務委託の勤務時間変
更

特になし

特になし

・学生の授業終了が講義で１
７：５０．　実習だともっと遅くな
るので学生には好評
・ただし、利用者数は若干名

B A A Ｂ B Ｂ



質問/大学

6-1.
5で実施していないと
回答された図書館へ

実施していない理由を
具体的にお教えくださ
い。

6-2
今後実施する予定は
ありますか？

7-1.
5で実施していると回
答された図書館へ

7-2
実施方法は決まって
いますか？具体的に
お教えください。

7-3
無人開館を実施して、
よかったことと、困った
ことをお教えください。

8.
開館時間の延長や無
人開館を実施したが、
中止したという事例が
ありましたら、詳しくお
教えください。

近畿大学工学部 海上保安大学校 山陽女子短期大学 鈴峯女子短期大学 呉工業高等専門学校 広島商船高等専門学校

建物の施錠、セキュリティ等、
管理面での問題があるため

無人開館の為の設備投資費
用の問題や紛失等への懸念

セキュリティ、利用マナーが保
てないため

利用者より要望が無いため。
無人開館を実施する予算の
確保が難しいため。

ない ありません。 現時点において予定はない 予定なし。

対象は、当校の
本科学生、専攻科研修生、特
修科研修生、語学研修生とし
ている。

利用場所を限定するととも
に、遵守事項及び利用方法を
明示して実施している。

出張や病欠などの場合、事務
局が開錠し「用があるときは
事務局へ」の貼り紙で対応す
る

・よかったこと
　実施前に比べ、図書館の利
用者が増えた。

・困ったこと
　特になし。

・図書の無断持ち出しが増加
した
・雑誌以外の図書の貸出が
原則できない

な　し



承合事項3　 電子書籍の導入について

質問 広島大学 尾道市立大学 県立広島大学 広島市立大学 福山市立大学 エリザベト音楽大学

1．
電子書籍を導入して
いますか？

している していない している していない していない していない

2-1．
１で導入していない
と回答した図書館に
お伺いします。

導入していない理由
を詳しくお教えくださ
い。

現時点で、あまり要望が無
いため

電子書籍の取り扱い（図書
同様資産とみなすのか消
耗品とするのかや利用範
囲等）が未整備のため。

学生，教員からの要望がほ
とんどないため。

理由は特になし。
（利用者からの希望も
今のところない為。）

2-2．
今後導入する予定
はありますか？
理由も併せてお教
えください。

次年度以降に導入する可
能性がある（現在導入の検
討中です）

要望があり、取り扱いが整
備されれば導入を検討する
と思われる。

利用者からの要望を踏まえ
て，導入を検討します。

予定なし。

3-1．
1で導入していると
回答した図書館に
お伺いします。

導入している電子書
籍名と冊数をお教え
ください。

[版元、作成者名]:[点数]
GVRL:153
Elsevier:17
NetLibrary:172
Springer:1,844
SAGE:1
Wiley:49
MIT:452
丸善:93

ジャパンナレッジ

Ｎｅｔｌｉｂｒａｒｙ　：　洋書4冊＋
アクセスフリータイトル約
3,460冊

　図書館で電子書籍を導入することにより、どのようなサービスが提供できるか、各館の実情と問題点をお聞かせください。
　(日本赤十字広島看護大学提出)



質問 広島大学 尾道市立大学 県立広島大学 広島市立大学 福山市立大学 エリザベト音楽大学

3-2．
利用状況をわかる
範囲でお教えくださ
い。

3-3．
導入してよかったこ
とと、困ったことをお
教えください。

大量に購入しても、装備を
必要とせず素早くサービス
開始できるのは良い。

学科構成にもよるであろう
が，ジャパンナレッジは有
用なコンテンツであると思
う。
ＮｅｔＬｉｂｒａｒｙは導入したば
かりであるが，買切り制で
あり，1冊でも購入すればア
クセスフリーの洋書も利用
可能である。

・課題：電子書籍の取り扱い

電子書籍を課題図書にし
て，多くの学生が閲覧でき
るようにするなど，利点は
多くあるかと思われます
が，アクセスするための端
末の整備や，教員の理解，
コンテンツの充実（特に和
書），利用指導の充実等，
課題も少なくないと考えて
います。

4．
電子書籍を図書館
で利用することにつ
いて、将来への展望
や課題についてご
意見をお聞かせくだ
さい。

現在導入している電子書籍
は、電子ジャーナルとほぼ
同じサービスを提供でき

て、かつ買い切りで維持費
の不要な商品だけ。これら
とは全く異質のサービス、
すなわちキンドル等で使え
るデータを図書館で購入
し、そのデータを利用者に
貸し出すサービスが求めら
れる時代がくるだろうが、ま
だ課題の検討段階にも達し

ていない。

書庫スペースの狭矮化や、
利便性を考慮し、導入に向

けた検討を始めました

授業の参考図書等を電子
書籍で利用できればと思う
が，ＮｅｔＬｉｂｒａｒｙ等の和書
の電子書籍は図書で以前
に刊行されたものがほとん
どであり，所蔵済みの場合
も多く，また価格も高いた
め，まだ購入したものはな
い。洋書については，新刊
も電子書籍となっているた
め，購入しやすい。今後の
和書の電子書籍の充実を
望む。
また，電子書籍は収蔵ス
ペースの確保がいらなくな
るため，年鑑・年報・白書等
の定期出版物などの電子
書籍化は有効であると思わ
れる。



承合事項3　

質問

1．
電子書籍を導入して
いますか？

2-1．
１で導入していない
と回答した図書館に
お伺いします。

導入していない理由
を詳しくお教えくださ
い。

2-2．
今後導入する予定
はありますか？
理由も併せてお教
えください。

3-1．
1で導入していると
回答した図書館に
お伺いします。

導入している電子書
籍名と冊数をお教え
ください。

日本赤十字広島看護大学 比治山大学 広島経済大学 広島工業大学 広島国際大学 広島国際学院大学

していない していない している している していない している

電子書籍を新規導入する
ためには、紙媒体の図書の
購入を減らさなくてはならな
いが、電子書籍を導入した
場合の利用者のメリットが
想定できず、紙媒体の予算
削減に踏み出す事ができな
い。

図書館における学生用パソ
コン整備の遅れ。

電子書籍限定での購入希
望がない。また、閲覧が学
内に限定される事が多いた
め。

「今日の治療」のトライアル
を7月に予定している。

あります。①後期に向け、
ようやくパソコン整備を実施
することとなったため。②配
架場所を取らないため　③
試しに洋書で実施予定。

現在、予定は無いが、教
員・学生より要望があり、有
益と判断で出来れば購入し
たい。

Gake Virtual Reference
Library.　48Titles.
The Making of the Modern
Wold.Ⅰ・Ⅱ　約
66,000Titles.

（本学のHPを参照してくだ
さい）

eBookLibrary (丸善)
88冊

　　理科年表　１件



質問

3-2．
利用状況をわかる
範囲でお教えくださ
い。

3-3．
導入してよかったこ
とと、困ったことをお
教えください。

4．
電子書籍を図書館
で利用することにつ
いて、将来への展望
や課題についてご
意見をお聞かせくだ
さい。

日本赤十字広島看護大学 比治山大学 広島経済大学 広島工業大学 広島国際大学 広島国際学院大学

2013年4月 116件
把握できていない。
（出版社に利用状況のデー
タ作成を依頼している）

　利用状況が把握できてい
ないので、何とも言えませ
ん。

・利用度が把握できる。
・資料の管理と提供の面で
管理の手間が省ける
・導入当初は、目録の取り
方を検討する必要があっ
た。
・NACSISに書誌が無いの
で、今のところローカルで書
誌を作っている。

【 利点 】
冊子体より、検索の時間が
短縮される。
書庫の狭隘により、保存ス
ペースに限りがある。

狭い図書館では、電子書籍
は好都合なのでしょう。た
だ、実体が無いのに、資産
と言えるのでしょうか？図
書館員と利用者の距離が
遠くなるような気がします。

　電子書籍を利用者に提供
することによって、非来館型
のサービスを提供すること
ができる。また、いわゆる
「電子図書館的機能」の充
実をを諮ることができる。

・電子書籍の扱いが、「図
書」なのか「電子ジャーナル
類」なのかによって、管理
方法や予算費目が違うた
め、受入時の判断や管理
に困る。
・利用者が電子書籍を利用
するにあたっての運用方
法、電子書籍への需要がど
れくらいあるのか不明であ
り、現状では導入に不安が
ある。
iPADの導入や無線ＬＡＮ
（Wi-Fi）のハード面の環境
整備。

【 課題 】
研究費等で電子書籍の導
入希望が多くなった場合、
資産にするかどうか、学内
で検討をする必要が出てく
る。



承合事項3　

質問

1．
電子書籍を導入して
いますか？

2-1．
１で導入していない
と回答した図書館に
お伺いします。

導入していない理由
を詳しくお教えくださ
い。

2-2．
今後導入する予定
はありますか？
理由も併せてお教
えください。

3-1．
1で導入していると
回答した図書館に
お伺いします。

導入している電子書
籍名と冊数をお教え
ください。

広島修道大学 広島女学院大学 広島都市学園大学 広島文化学園大学 広島文教女子大学 福山大学 福山平成大学

している している していない していない していない していない

B　（電子辞書など単冊
の電子書籍については
図書として購入している
が、NetLibrary、
Springer eBook、Wiley
InterScienceなど一般
的な導入コンテンツとし
ては無い）

蔵書がまだ充分とはい
えない状態である。図
書本体を揃えることを優
先している。将来的に
はもちろん考えていきた
い。

特にないので、他館の
状況を伺いたい

・電子書籍の管理、取
扱い（支払費目等）が決
定していないため。
（今年度、関連部署と協
議の上、図書館委員会
で管理、取扱いについ
て検討する予定）

これまでは導入してい
ないが、現在検討を進
めている。

・教学側からの強い要
望が無い。

B:導入の予定はない

・現在、電子書籍の購
入について、教員より問
い合わせがある。
管理・取扱いが決まれ
ば、今後は導入していく
と思う。

電子書籍は今後避けて
は通れないものであり、
検討を進めている。

・ありません

 Net Library  101冊
 Japan Knowledge  43
冊
 ブリタニカ  4冊
 KOD  18冊
 Springer   58,314冊
 GVRL  30冊
 LRC  404冊
 OED  1冊

E-book: 買い切りのもの
33タイトル（68冊）
内訳
ＧＶＲＬ　:
『Contemporary Authers』
他　3ﾀｲﾄﾙ（38冊）
Ｎｅｔ library  :
『ことばと精神:粟津則雄講
演集』　他30ﾀｲﾄﾙ　（但し、
購入したもの以外で無料の
を含めると現在3,519タイト
ルが見れる）



質問

3-2．
利用状況をわかる
範囲でお教えくださ
い。

3-3．
導入してよかったこ
とと、困ったことをお
教えください。

4．
電子書籍を図書館
で利用することにつ
いて、将来への展望
や課題についてご
意見をお聞かせくだ
さい。

広島修道大学 広島女学院大学 広島都市学園大学 広島文化学園大学 広島文教女子大学 福山大学 福山平成大学

アクセス件数等の詳細
は把握して
いない。

把握していない

特になし。

多くの資料を瞬時に横断検
索できるので、検索の幅が
広がり、研究に大いに役立
つ。検索によってe-bookと
蔵書が両方見れるので便
利である。困ることは、アク
セスについて不具合が生じ
る場合と目録作業である。

・今後電子書籍をどの
ように扱っていくのか、
早急に検討する必要が
ある。
・電子書籍と紙媒体資
料をきちんと揃えていく
ための、予算措置が必
要である。

図書館のあり方を考え
る際に、図書システム、
横断検索ツール、OJ、
DB、電子
書籍について検討した
い。

Net libraryのE-book30タイ
トルの購入によって他の
Net library3000タイトル以
上が無料で見れるようにな
り、それに伴って図書館で
目録作業をOCLC等のＤＢ
を利用して書誌を閲覧し、
主に手入力で目録作業を
おこない、OPACで検索でき
るようにした。作業量も多
く、受け入れ後はサイトの
情報更新などに伴い、更新
を行う等の作業が随時必要
であり対応しきれない。図
書館員の電子書籍の情報
のフォロー、管理、利用者
へのサポートをどのように
行っていくかが課題であ
る。



承合事項3　

質問

1．
電子書籍を導入して
いますか？

2-1．
１で導入していない
と回答した図書館に
お伺いします。

導入していない理由
を詳しくお教えくださ
い。

2-2．
今後導入する予定
はありますか？
理由も併せてお教
えください。

3-1．
1で導入していると
回答した図書館に
お伺いします。

導入している電子書
籍名と冊数をお教え
ください。

安田女子大学 近畿大学工学部 海上保安大学校 山陽女子短期大学 鈴峯女子短期大学 呉工業高等専門学校 広島商船高等専門学校

している していない していない していない していない していない していない

工学部単独では導入し
ていないが、本学中央
図書館で導入している
電子書籍を閲覧するこ
とが可能

第一に経費の問題があ
ります。

・経費（台数確保しない
といけない）
・維持管理が大変そう
だ

フォーマットの汎用性や
導入後の管理、費用等
の問題

現時点での需要が不明
電子書籍のための予算
が確保できないため。

検討中 予定はありません。 ありません

今現在はありません。
前述の問題点をクリア
していないし、利用者か
らの希望も現時点では
ない為。

現時点において予定は
ない。 未定。

1．Net library 　　　　７８冊
２．ＢｏｏｋＬｉｂｒａｒｙ　　２８冊
３．Ｇａｌｅ　　　　　　　　３７冊



質問

3-2．
利用状況をわかる
範囲でお教えくださ
い。

3-3．
導入してよかったこ
とと、困ったことをお
教えください。

4．
電子書籍を図書館
で利用することにつ
いて、将来への展望
や課題についてご
意見をお聞かせくだ
さい。

安田女子大学 近畿大学工学部 海上保安大学校 山陽女子短期大学 鈴峯女子短期大学 呉工業高等専門学校 広島商船高等専門学校

購入済コンテンツ（書籍）数
が少なく利用は限られてい
る。

（＋）購入してすぐ利用でき
る
（－）利用者のリーダーは
ノートＰＣであるので、操作
性は電子書籍専用のリー
ダーに比べ多少見劣りする

図書館利用者のニーズ
に合ったコンテンツの選
定方法と継続的な予算
の確保。
電子書籍閲覧のための
端末の確保と運用方
法。

電子書籍の価格の低下と
大学図書館としてふさわし
いコンテンツ増加、利用者
の電子書籍の認知の高ま
りにより今後、増加していく
と認識している。

根本的に書誌での学習
を基本としたい

他館の利用状況を参考
にさせていただき、導入

を考えていきたい。


