
承合事項 2 平成 25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
・西図書館のグループ学習エリアに電子黒板システムを導入 

b) サービス等
・開館時間延長（霞グループ学習スペース 24時間開館試行） 

・休日開館試行（東千田）、整理休館日廃止（中央・東・西 授業期） 

・Espresso Book Machine による教材作成用の小数部冊子印刷サービス（全 29 件、最小 1 部 
最大 105部 平均約 20部印刷）を実施 

・ライティングセンター設置（4月）、営業開始（11月～2月）利用者 138人 

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（76回 5,104 名）、授業（29回 1,572 名）、定期講習
会（17回 76名）、オンデマンド講習会（27回 492名）を実施 

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 

・ECCO（Eighteenth Century Collections Online）を購入 

b) 研究用図書の管理
・退職教員よりの返却図書（約 7,000冊）を受入、不用図書の廃棄（2,600冊） 

c) 学術情報リポジトリ
・「機関リポジトリと著作権 Q&A」英語版を発行し配布
・コンテンツ数 878件増（累積 26,684件）、ダウンロード数 年間約 400万件

d) 広島大学出版会
・1冊刊行（Espresso Book Machineによるオンデマンド出版） 

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 11回、入場者 9,706名 

・ビブリオバトル首都決戦 2013 広島・山口ブロック地区決戦広島大学予選会を開催（発表者 5

名、観覧者約 35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、交換研修を実施 

c) 広島大学図書館協議会
・代表幹事館として研修会を 2回開催、共同リポジトリ（HARP 15機関参加）の運営

4. 管理運営
a) アンケート等
・Library Talk：第 5 回館長学生懇談会、館長が霞図書館内で学生（13 名）に直接話しかける
形式で開催 

・利用者アンケートの実施 

b)図書館システム更新 

・図書館システムを富士通製「iLiswave-J」に更新 

c) 広報等
・公式ツイッターでの展示情報、新着図書情報等の配信
・学生用広報誌「みんと」発行（年 3回）

d) 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。平成 26年 3月竣工 

資料６
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

a)「英語多読コーナー」の充実および授業との連携（担当教員が同コーナーの図書を使う

課題を出し、学生が館外貸出により使用） 

b)「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 

c)ラーニングルームの設置（１部屋・８席） 

d)利用ガイダンスの実施（１年生の基礎ゼミ単位） 

e)開館開始時間の変更（AM9:00からを、AM8:45からに変更） 

2. 研究支援

a)リポジトリ登録の推進 

b)電子ジャーナル・データベースの導入・整備（日経テレコン 21など） 

3. 社会貢献

a)「高橋玄洋記念室」の公開 

b)共同リポジトリでの学内成果物の web公開 

c)公共図書館との相互貸借などの連携 

4. 管理運営

※特に無し 
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承合事項 2 平成 25 年度の図書館活動について 
   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学修支援アドバイザー試行運用（予約制 広島キャンパス 後期から） 

・ラーニングコモンズ設置検討（庄原・三原キャンパス 平成 26年度設置予定） 

2）サービス等 

・平日の開館時間を変更（9：00開館 → 8：45開館，10月～ ） 

・試験期の休日開館，庄原キャンパス集中講義日の休日開館の実施（継続） 

・卒論用特別貸出の試行（一般貸出とは別枠で 5冊以内・1ヶ月 4月～） 

・国際交流図書コーナーを設置（庄原キャンパス） 

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文献検索ガイダンス(9回)，

図書館活用法・ゼミ発表・レポートの書き方についての講習会（情報の達人 DVD上映） 

・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  

・電子ジャーナル・データベース・雑誌の講読について見直しを行い，今後 3年間の整備方

針を策定した。 

2）学術情報リポジトリ 

・広報及び登録（平成 25年度登録件数 82件 累積 857件 ダウンロード数 46,990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，企画展示，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 

・県立文書館，県立図書館との連携展示（「古典の日」関連事業 広島キャンパス） 

・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  17,740冊（貸出の約 28％） 

3）中学校職場体験学習の受入 

4. 管理運営

1）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（継続）（夜間入館者 13％増） 

2) 省エネ対策

 ・書架スペースの照明を時間帯により全点灯から半点灯に（広島キャンパス 12月～） 

3）広報 

・大学公式 Facebook及び Twitterによる行事情報等の配信 

・学術情報センター報の発行（年 1回） 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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
a) ガイダンス・各種講習会

・新入生オリエンテーション・授業ガイダンス・就職情報ガイダンス・オンデマンド型ミニガ
イダンス・教員によるトークイベント

b）いちだい知のトライアスロン事業の実施 
c) ブックハンティング

・学生と共に書店へ行き、学生目線での選書を実施（2 回） 
d) ラーニングコモンズ実施準備（平成 26 年 10 月予定）

2. 研究支援
a) 電子ジャーナル・データベースの整備

・中国新聞経済データベース、日経 BP 記事検索サービスを購入 
b) 研究用図書の管理

・寄贈資料（約 412 冊）を受入、不用図書の廃棄（8,780 冊） 
c) 学術情報リポジトリ

・コンテンツ数 40 件増（累積 205 件） 

3. 社会貢献
a) イベント

・ビブリオバトル広島・山口ブロック地区決戦広島大学予選会参加
b) 公共図書館との連携

・広島市立図書館、県立図書館との図書の相互賃借・情報交換実施
c) 美術館、映像文化ライブラリーとの連携

・いちだい知のトライアスロン事業として、講演会、展示、映画上映を実施（4 回） 
d) キャンパス見学受入

県内・県外の中学高校のキャンパス見学を受入・実施（11 回） 

4. 管理運営
a) 図書館システム
・平成 26 年度 10 月のシステムリプレイスに併せ、データベース横断検索ソフト（リンクリゾル

バ）導入を決定。図書館 WEB サイト上で意見募集と PR を実施 
b) 学生図書館サポーターの導入
c) 広報等

・非公式ツイッターでの展示情報、新着図書情報等の配信
・附属図書館報「知恵の樹」発行（年 4 回）
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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 1年次で必修） 

・個別ガイダンスをアラカルト方式で実施 

・選書ツアー及び視聴覚資料の選定アンケートを実施し，蔵書の選定に学生が参画 

・選書ツアー参加者を次回の企画運営グループとして組織し，学生の主体的な選書ツアーを実施 

・ビブリオバトルの実施 

・ノート PCの貸出サービスの開始 

・長期休業期間中の特別貸出（期間・冊数増） 

・レファレンス協同データベース事業への参加 

・グループ学習室に電子黒板を導入 

・多様な企画展示の実施（絵本等の授業成果物・文系サークルによる図書展示・長期休暇前の展示・

選書ツアー展示等） 

・新着図書の表紙コピーのポスター掲示（学食，学内各所を週替わりで巡回掲示） 

・オープンキャンパスでの多様な企画及び展示の実施 

・教育実習用の資料やレポート指定資料をカウンターに設置 

・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 

2. 研究支援

・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 

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） 

・雑誌架（ピジョンホール）及び視聴覚資料架の増設 

・新聞社提供の写真ニュース用掲示板の設置 

・図書館広報紙「mee図」を学内掲示に加え，学生ポータル及び図書館サイトに掲載 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

昨年度から、ようやく図書館のシステム化に着手したところであり、今後は図書館の利用

方法も大幅に変わってくると思われるため、この期を契機としてガイダンスや利用マニュ

アル等の充実を図っていく。 

2. 研究支援

電子ジャーナルや各種データベースの整備を計画的に行っていく。 

RILM(RILM Abstracts of Music Literature)を購入。 

3. 社会貢献

4. 管理運営

図書館のシステム化を、昨年度から 3年計画（予定）で実施。 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

○学習環境

・開館時間延長（後期より 9：30-20：00 →9：00-20：00） 

・仕切り板の書架配置による図書の傾き防止対応（後半） → 利用しやすい書架環境 

○講習会等

・開催回数 35回、参加者 882名 内訳は下記のとおり 

新入生オリエンテーション（8回 168名）、授業（11回 634名）、 

図書館主催（11回、26名）オーダメイド講習会（1回、2名）地域対象（4回、52名） 

○展示会

・開催回数 8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導入 

○ＨＡＲＰ（リポジトリ）

・コンテンツ登録（新規に紀要 13巻論文 16本） 

・ダウンロード数 20,369件 

3. 社会貢献

○ トワイライト講習会実施

・開催回数 4回、参加施設 12施設、参加者 52名 

○職場体験

・阿品中学、野坂中学 

○ 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

・年次報告書作成 

○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 

・視聴覚資料除籍(239点) 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

・開館時間 1時間延長。 

 （課題）学生アルバイトの意識 

・自習用パソコン 40台導入、オンデマンドプリンタ設置。（本格運用は H26より） 

・多読用英語読本の設置および電子書籍での購入 授業も図書館でしていただく。 

・初年次セミナーへの協力。（図書館利用案内、OPAC指導、等）569名(1年生の 90％) 

・上級生向け文献検索指導の実施。（CiNii，電子 J、データベース等）16ｸﾞﾙｰﾌﾟ130名 

 （課題）短大生の参加が少ない。(2ｸﾞﾙｰﾌﾟ11名) 

・ポイントラリーを実施し、クリアファイル用オリジナルシールを作成。 

・新学部設置にあたり、図書、雑誌、視聴覚資料の選書、発注、受入、登録。 

・本学学生インターンシップの受入。１名 5日間 

2. 研究支援

・電子 J、データベースの図書館経費での購入。 

・個人研究費、学科経費、科研の図書・雑誌の起案、発注、受入、登録、貸出。 

・紀要（大学および短大）の編集、発送。（紀要委員会の事務一般） 

（課題）発行が遅れる。 

・機関リポジトリ（HARP）の登録。学生が授業でつくった絵本や教員の著書をアップ。 

3. 社会貢献

・中学生（姉妹校）の職場体験の受入。5名 1日間 

・比治山祭（大学祭）への参加。「なぞなぞ水族館」の実施  200名以上が来館 

・「わーくわくママサポートコーナー」への協力。 仕事復帰を希望する 3名を各 2日間イン

ターンシップとして受入。 

・除籍図書譲渡の際、お気持ちをいただき、盲導犬協会に寄付 

4. 管理運営

・DVD用保管棚の設置および書架の増設。 

・蔵書点検を本格実施。 3年計画の 1年目 

・女性文化研究センター（学内研究機関）の廃止に伴い、所蔵資料の受入。 

 （目録がフロッピーのみで、図書システムへの登録や整備は H26年度） 

（課題）図書館の狭隘化  

20



承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

ａ）学習環境の整備  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 54 回 694 名、入門ｾﾞﾐⅡ 54 回 625 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）10 回 93 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 Premier(EBSCO)、 ・日経 BP 記事検索サービス、 
・GVRL(Gale Virtual Reference Library)、  
・Making of the Modern World ；The Goldsmiths'-Kress Library of Economic Literature 1450-1850 

2）データベースの契約 
・HCCP(House of Commons Sessional Papers：英国下院議会文書 DB)、・企業史料統合 DB、

・ジャパンナレッジ、・MAGAZINPLUS、・EOL、・現行法令電子版“Super 法令 Web” 
・日経テレコン 21、・聞蔵Ⅱ、・JIJI-WEB、ヨミダス歴史館、 
・中国新聞経済データベース“ちゅーBiz” 
3）機関リポジトリ 

コンテンツ登録数 51件 (紀要論文のみ) 、ダウンロード数 55,307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) 
3）ビブリオバトル首都決戦 2013 広島・山口ブロック地区決戦広島大学予選会を開催 

発表者 5 名、参加者 54 名 

4. 管理運営 特記事項無し 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

<現況> 

・図書館オリエンテーション、初年次セミナー、雑誌リユース、特集展示、ブックハン

ティング、学生アドバイザー制度(院生による学習相談)等の実施 

<トピック> 

・eラーニングの導入（リメディアル数学・物理、SPI2） 

・学生アドバイザーとの学生協働による、指向性スピーカーの利用による音声案内の実施

とその概要についての図書館総合展へのポスター出展 

・iPad・電子辞書の館外貸し出し 

・キャラクターグッズの作成（タンブラーと LEDキーホルダー） 

<課題> 

・図書館利用者数の低迷 

2. 研究支援

<現況> 

データベース、電子ジャーナル環境の整備 

<トピック> 

・情報検索セミナーの実施 

・エルゼビアのトランザクション (電子ジャーナルの論文単位購入) の導入 

<課題> 

学術洋雑誌価格の高騰 

3. 社会貢献

<現況> 

・図書館の一般開放 

<トピック> 

・サンフレッチェ優勝記念写真展示 

・広島県クールシェア参加 

・カープ CS進出関連スポーツ紙記事の展示 

4. 管理運営

<現況> 

・図書館実態調査、雑誌購読調査の Webアンケート実施 

<トピック> 

・業務用 PCの OS切り替え（WindowsXPから Windows7へ） 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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
a) サービス等

・開館時間延長（試験期間中 22:00 まで 東広島本館・呉分館）
・早朝開館（朝活始めよう！と題して 1 カ月のうち 5 日間開館時間を 30 分繰上げ 8:30～）
・日曜、祝祭日開館（試験期間中 10:00～17:00 東広島本館・呉分館）
・一般教養図書、授業参考図書、国家試験対策等図書の充実 
・学生図書委員・教員によるブックハンティング（1 回）の開催
・学生・教職員による選書フェア（2 回）の開催
・読書マラソン（1 回）の開催
・グループ学習室の整備（呉分館） 

b) ガイダンス、各種講習会

・基礎ゼミナール（22 回 1,060 人）、チュートリアル（11 回 264 人）、ゼミ（22 回 134
人）、個別申込制（6 回 19 人）、キャリアセンター共催データベース「日経テレコン 21」業

者説明会(１回 24 人)、「聞蔵・ヨミダス・日経テレコン 21 利用説明会」（3 回 31 人）を実

施

c) 展示、イベント

  ・図書館外に本学教員自著図書展示コーナーを設けて通年で展示

2. 研究支援

a) 学術機関リポジトリ
・コンテンツ数累積 405 件、ダウンロード数 28,693 件 

3. 社会貢献

a) 地域貢献
・こども図書館を開催（呉分館・広島分館：155 名参加）
・「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 

（呉分館：3 回 148 人受講）
・地域中学校の職場体験学習の受け入れ（東広島本館：2 名受入）

4. 管理運営

a) 広報等

・図書館報の創刊準備（2014 年 4 月創刊）

  ・一般利用者のサービス範囲を拡大するとともに、ポスター、チラシ等を作成 

b) 研究会

・責任幹事校として私立大学図書館協議会西地区部会中国・四国地区研究会を開催
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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 

① 講義に関連した「専門図書」と「教養図書」を先生方に推薦してもらい、教員

別に選定図書コーナーへ配架をしている。さらに、図書館ホームぺージでリス

トを公開した。

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た。

③ 英語担当教員と連携をとりながら平成２５年度は英語多読本を１７４冊追加購

入した。（現在３５７冊所蔵）

④ 資格・就職関連図書、留学生が日本語に取り組める図書の購入をした。

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た。 

３）事前教育 

・入学予定の高校生に課題として出された図書を購入し、専用コーナーを作って

事前教育の支援をした。 

2. 研究支援

１） JDreamⅢの講習会を開催した。また、導入しているデータベースの利用状況を把

握して、図書館運営委員会でデータベースの検討をした。 

２）学内紀要論文の編集に携わった。 

３）学位論文を保管しており、広島県大学共同リポジトリにより全文を公開すること

に関して大学内で検討をした。

3. 社会貢献

１） 大学祭に参加し、古本市とスタンプラリーをした。尚、古本市の売上金を使い、

学内に花を植えた。 

２） 広島県立図書館から「サンフレッチェ広島」関連資料を借り受け、平成２５年４

月の約１か月間、写真や記事等の展示を行った。 

4. 管理運営

  １）館内に防犯カメラを増設した。 

  ２）２箇所の書庫の図書を分類ごとにまとめ、１箇所に配架を修正した。(約２万冊) 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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、47回)、「文献検索ガイダンス」（52回） 

  及び「初年次教育セミナー」の実施。 

②学習支援   ・ピア・サポーターを年間を通して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。 

 ・ラーニング・コモンズを新設し、グループ学習のニーズに対応した。 

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 

  ・教員図書の管理 

   研究室移転に伴う教員図書の返却を受入れた。（約 9千冊） 

  ・学術リポジトリに、教員、大学院生等の研究成果の公開を行った。 

   併せて学位規則改正に伴い博士論文の公開も行った。 

②企画展示   ・10月下旬から 12月上旬にかけ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イベント ビブリオバトルの開催（発表者 6名、参加者 20名） 

④私立大学図書館 私立大学図書館協会西地区部会監事校として業務を遂行。 

協会西地区部会

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。 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

（a）学習環境 

①研究個室（12部屋）の利用（ｶｳﾝﾀｰでﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ貸出可）、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

②自由ＰＣｺｰﾅｰ（２４台）、貸出ﾊﾟｿｺﾝ（１８台）、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ（14台）、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｺｰﾅｰや

検索用ﾊﾟｿｺﾝを整備 （計 76台）

（ｂ）サービス等 

①夜間開館（平日：8：45～20：00 土曜日：8：45～19：00）

②日曜開館（13：00～17：00 試験期・卒論期）ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ日曜開館（8：45～16：00）

③卒論用長期貸出（4年生・院生 １ヶ月）貸出冊数無制限（全学部生）但し指定図書は３冊

④購入希望図書の Web申込

⑤ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの配置（学習支援、ﾊﾟｿｺﾝﾄﾗﾌﾞﾙ対応、資料検索の手助け、ﾚﾎﾟｰﾄ添削等）

  【課題】集中的に学習支援を受けたい学生を教学課のｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰに橋渡しする方法 

⑥点字図書の提供 387ﾀｲﾄﾙ

（ｃ）ガイダンス・各種講習会 

①「初年次ｾﾐﾅｰ」の授業を使って、図書館見学ﾂｱｰ・図書館ｶﾞｲﾀﾞﾝｽを実施。各学科論文作成の

ためのｶﾞｲﾀﾞﾝｽ実施。各種ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ実施 

②図書館職員の資質向上のための講習会・・・参考係によるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・CiNii等の講習会

2. 研究支援

①電子ｼﾞｬｰﾅﾙ・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの整備・・・不要な電子ｼﾞｬｰﾅﾙ等の契約中止、ProQuest Central for

JUSTICEを新規購入、電子ｼﾞｬｰﾅﾙのﾄﾗｲｱﾙに積極的に参加

②研究用図書の管理（資産図書のみ管理 学生貸出可）

【課題】電子ｼﾞｬｰﾅﾙ・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの契約時期が４月と９月とあるので、契約変更が難しい。 

3. 社会貢献

①一般利用者のための図書館開放（貸出可）

②日曜開館（一般開放）

4. 管理運営

特になし 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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)ガイダンス等の実施 

・ 新入生オリエンテーション（２回） 

・ 著作権講座（２回） 

・ データベース利用ガイダンス 

・ 前期試験前・中開館時間の延長（宇品館・2週間） 

(２)購読新聞種類増（3紙増、宇品館）  

(３)一般雑誌購読開始(9タイトル、宇品館) 

２. 研究支援

(１) 電子ジャーナル、電子書籍の導入 

(２) 新聞記事データベース「聞蔵・ビジュアルⅡ」の契約 

(３) 各種データベースの契約内容見直し・・医療系Ｄ/Ｂ「メディカルオンライン」

は、パッケージプラン（使用数上限あり）から上限なしのフリー契約とすること

とし、利用者へのサービス充実をめざした。 

(４) 看護系専門和雑誌、新たに 14タイトル購読開始 

３. 社会貢献

(１) 大学祭にてビブリオバトル開催 

(２) 学外利用者の受け入れについて、利用規定の整備を行った 

４. 管理運営

(１) 子ども教育学部子ども教育学科の開設に伴い、宇品図書館では関連図書の受け入

れとともに、館内整備を行った。 

(２) 読書感想文コンテストの開催 

(３) 学生図書館サポーター活動開始 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

a) 文献検索ガイダンス実施:（阿賀 33回 197名）

b）新入生オリエンテーションガイダンス実施 

(長束 5回 335名) （郷原・坂 8回 83名）（阿賀 2回 132名） 

c）郷原キャンパス：メールマガジンの発行 

d）阿賀キャンパス：公開講座記念展示 

（講師水谷修先生著作 22冊 3ヶ月展示 55冊貸出） 

e) 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 7名・費用 15万円・購入冊数 133冊） 

2. 研究支援

a) 研究用図書の管理：備品図書登録

b） 広島県大学共同リポジトリ(HARP)参加 

(コンテンツ数累積:723件)  (ダウンロード数:36,343件) 

c） 阿賀キャンパス：「ビギナーズのための看護研究図書案内」パンフレット作成 

d） 阿賀キャンパス： c）の図書の展示（約 20冊 2ヶ月） 

3. 社会貢献

a）阿賀キャンパス：近隣高校生・医療従事者の研究課題に対するレファレンスと図書・文 

献複写提。（94名） 

b）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(543名，2,313冊) 

4. 管理運営

a）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。 

b）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。 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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) 学修環境の整備  第 1閲覧室のラーニング・コモンズへ平成 26年 3月改修 

 情報機器（短焦点プロジェクター、ビデオカメラ）、 

ホワイトボード（電子）等設置 

2) 各種講習会  ゼミ対象ガイダンス、授業 

3) ブックハンティング実施

4) すずらん賞の実施

5) 各種展示 企画展:1回 特集コーナー： 5回

6) 図書館ホームページのリニューアル

7) 課題 入館者数、貸出冊数

2. 研究支援

1) 研究用図書の管理 研究室および教室貸出資料の点検

2) 機関リポジトリ 研究紀要の登録

3) データベースの整備

4) 課題 リポジトリにおける紀要以外のコンテンツ収集方針の検討

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) 内規・要領の整備 2件

「貴重資料等の指定及び取扱要領」 

「ラーニング・コモンズ利用内規」 

2) 図書館全館無線 LAN設置（平成 26年 3月）
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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ガイダンス・各種講習会開催

・新入生オリエンテーション（教養ゼミ）の実施

・３、４年生オリエンテーション実施

②データベース利用講習会開催

③シラバスに掲載されている参考書を揃え、学生への学習支援を行う

④ラーニングコモンズを開設

・授業での活用も実施

・セミナー開催

⑤『新入生にすすめる 50冊の本』を刊行し読書活動を促進

⑥新聞記事データベースの新規導入

2. 研究支援

①データベースの導入、利用講習会開催

②学術情報リポジトリ（JAIRO加盟）により研究成果を発信

3. 社会貢献

①地域住民への図書館開放

②地元小学校の生徒を案内

③中学生の職場体験受入

4. 管理運営

①図書館利用者アンケートの実施

②貸出冊数の緩和
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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  

1. 教育支援

  ・入退館システム新規導入 

  ・BDS装置更新 

・ラーニング・コモンズ運営 

・ゼミ単位のガイダンス 

・長期貸出（長期休業中） 

・開館時間延長（講義期間中） 

・学生からの図書購入希望票提出による図書購入 

・各種資格試験検定問題集の購入 

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の ID/PW制移行） 

  ・教職関係書籍の購入 

・学科別学生図書購入状況の Web公開 

3. 社会貢献

  ・一般開放（図書の貸出および館内資料複写、登録２６４名[前年比+28名]） 

  ・中学生の職場体験受入（夏休み 5日間 4名、9月 2日間 5名） 

  ・就職ガイダンス会場提供および運営支援 

4. 管理運営

  ・無線 LAN導入 

  ・ホームページ活性化 

・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 

・図書館システム、閲覧用パソコンの保守 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

a)学習環境  

・後期から図書館と 6号館が 2階で通路が結ばれ、6号館に新たに図書館入退館口の運用を開始し

5，6，7号館からのアクセスが改善された。さらに２教室分のエリアが閲覧席となり従来 450席

の閲覧席が増床部分の閲覧席とあわせて 550席となった。 

・学生がグループで利用する 3室の研究室にてモニターにて CNN利用可能 

・新館 2，3，4階部カーペット更新、H24年実施部分と合わせ図書館床全面更新 

・ハンデキャップを有する利用者向けに図書館全階段に手すり完備 

・授業参考図書を前期、後期ごとに授業用参考図書コーナーに用意 

・入学予定者閲覧利用用に入学前教育図書コーナーを設置中 

・教員出版物コーナー、推薦図書コーナーを設置中 

b)サービス・ガイダンス等 

・図書館ガイダンス 33回、対象 1,069人 （在籍学生 4,396名） 

・心理学基礎演習授業 フィールドワークに対応 2ｸﾗｽ各１ﾁｰﾑ受入 

・図書館展示 前期「神話の世界～過去から現代へ～」 

後期「新見南吉と「赤い鳥」～生誕 100周年によせて～」 

・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,生化学・薬学パッケージ（ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ） 

・新聞記事ＤＢ 中国新聞、聞蔵 

・看護学部設置前年分資料購入（図書 863点、和洋雑誌 63点、視聴学資料 169点、 

 ﾒﾃﾞｨｶﾙｵﾝﾗｲﾝ：ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾟﾗﾝ契約） 

3. 社会貢献

・高 3・保護者入試説明会、オープンキャンパス等来学者の図書館見学対応 

・学園幼稚園園児 夏季お泊り保育時の絵本貸出や図書館利用に対応 

・学園小学生   大学見学の際大学図書館見学対応 

・学園中学生   夏季休業中の「テーマ研究」のため来館対応 

4. 管理運営

・図書館運営委員会 学科から 1名専任された委員から構成する委員会で定期 2回必要時随時開催

し、図書館運営に係る議題を審議 

・職員 4名、司書 6名、職員 5名（ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ職員 3名）計 15名（フルタイム換算 10名） 

ほかに大学院生 12名を登録制で授業のない時間にカウンター業務に従事 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

・ガイダンス・各種セミナー開催 

新入生図書館利用説明会(館内見学:出席率 94.8%、OPAC検索実習:出席率 96.8%)、 

 文献探索セミナー(文献を探す・CiNii、SciFinder)実施 

・工学部ブックリユース開催(学生・教職員対象) 

・学生選書の会開催 

2. 研究支援

・研究報告・紀要の発行 

・電子ジャーナル・データベースの整備 

3. 社会貢献

・イベント:うめの辺コンサート企画・実施 

・近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校/東広島校利用促進（利用説明・案内） 

・地域中学校の職場体験受入 

4. 管理運営

・近畿大学図書館運用システム統合 

・無線 Lan環境(学内認証)整備 
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承合事項 4 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

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）新入生等に対するオリエンテーション実施 

４）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

１）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 

２）部外の来館者に対する部分的開放（図書館１階） 

4. 管理運営
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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）開館時間 ９：００～１９：００継続実施 

２）読書カードの実施(年 3～4名) 

３）山女図書館通信の毎月発行（購入図書・お勧め本・今月のテーマなど） 

４）雑誌・付録の無料配布（雑誌は年 2回・付録は毎月） 

５）学生からの要望で図書購入（数か月分をまとめて） 

６）学生用 PCを増台 

2. 研究支援

１）紀要 年 1回発行・本学 HPへの掲載検討 

２）CiNiiの継続 

3. 社会貢献

１）一般開放（毎年 40名ほどの来館者あり）現在は閲覧のみ 

4. 管理運営

１）図書の廃棄実施 

２）図書の保管庫検討中 

３）蔵書点検の計画的実施 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

 校外実習中の貸出冊数の増加・期間延長を実施

 長期休業中の貸出冊数の増加・期間延長を実施

 シラバス掲載の参考図書の購入

 教員と連携し、ゼミ生等への論文検索・DB検索講習を実施

 各学科の教員より学生へのお薦め本を毎月１冊お薦めコメント付きで展示

 いろんな分野の蔵書を紹介するため、毎月１つのテーマに基づいた図書を“特集コー

ナー”に展示

 ブックハンティング実施および購入図書の展示

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

 利用者用 PCの更新

課題 

 書庫の狭隘

 蔵書の除籍
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

・新入生図書館利用ガイダンス（4クラス，留学生） 

・ブックハンティング（年２回） 

・教科書，シラバス掲載図書，希望図書の購入 

・読書感想文コンクールの開催（年 1回） 

・試験前から期間中の開館時間延長（21:00閉館）と日祝日開館（10：00-17：00） 

・図書館利用授業への協力 

2. 研究支援

・退職教員の返却図書の受入れ 

・新任教員への必要図書の研究室貸出 

・『研究報告』誌の編集，発行（年 1回） 

3. 社会貢献

・一般利用者への公開，利用証の発行（貸出） 

・学校見学会での図書館イベントの開催（8月） 

・学会誌の収集及び公開 

4. 管理運営

・「図書だより」の発行（年 2回） 
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承合事項 2 平成 25 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（14:05～14:40）において、各館より 1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

a) 学習環境
・留学生文化紹介コーナー設置。 
・COCコーナー設置。 

b) サービス等
・学科推薦図書の整備。 
・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 3回ブックハンティングの実施(51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 138名）、文献検索ガイダンスを 6月中に実施予定。 

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、建物や設備が古くなり機能
的ではない。 

2. 研究支援

a) 電子ジャーナルの整備
b) 研究用図書の管理

・退職教員などよりの返却図書（約 350冊）を受入。 
c) 課題
・書庫の狭隘。 

3. 社会貢献

a) 展示、イベント
  ・第 5回ミニコンサート開催（観覧者約 40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。 
  ・地元の美術同好会などが描いた絵画・書道作品を館内等に展示。 

4. 管理運営

a) 書架
  ・書架の増設（4連複式を 1台） 

b) 課題
・図書館職員の絶対数不足。 
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