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１ 概要 

(１)  総合情報センターのめざすもの  

高知県立大学総合情報センター図書館及び高知短期大学総合情報センター図書館の

管理、運営、図書館資料の収集、整理、保存、閲覧、調査及び情報処理施設の管理、運

営を行い、教職員及び学生の情報処理に関する教育、研究の支援を行うとともに、地域社

会の図書館活動及び学術情報システムの確立に協力し、地域の発展に寄与する。   

 

(２)  総合情報センターの所在地等 

永国寺キャンパス 〒780-8515 高知市永国寺町 2-22 電話 088-821-7129 

池キャンパス      〒781-8515 高知市池 2751-1 電話 088-847-8701 

 

２ 組織及び教職員 

(１)  組織  

 

 

(２)  部会 

ア 図書部会 

県立大図書部会及び短大図書部会は、それぞれの大学に係る図書館資料の収集等

に関する業務を行う。(図書部会規程 第 2条: 所掌事項) 
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イ 情報処理部会 

部会は、次の各号に掲げる業務を行う。(情報処理部会規程 第 2条: 所掌事項) 

・情報処理システムの維持、管理及び運営に関する業務 

・学内ネットワークの維持、管理及び運営に関する業務 

・学内ネットワークと学外ネットワークの接続に関する業務 

・学術情報処理に関する業務 

・情報処理システム利用者教育に関する業務 

・その他情報処理に関し必要な業務 

 

(３)  教職員  

(単位：名) 

教員(うち専任)  ３ (２) 

職員   

永国寺図書館 正職員 ２ 

 派遣職員 ３ 

 
非常勤職員 

(高知工科大学派遣) 
１ 

池図書館 正職員 ２ 

 契約職員 １ 

 派遣職員 ３ 

(平成 30年４月１日現在) 
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３ 図書館 

永国寺図書館は、一般教養分野、文化学部関係の図書が主となっており、短期大学が併

設されている関係で、社会科学関係の図書も収集されている。池図書館は、医療・看護関

係、社会福祉関係、健康栄養学関係の図書が主となっている。 

永国寺図書館は、高知県立大学、高知工科大学、高知短期大学の共用施設となる。 

年２回、各教員から授業等に関連した図書をリストアップする推薦図書制度が設けられてい

る。新任教員に対しては、自分が専門とする図書が不十分な場合があることから、上述の推薦

図書とは別に、着任の年初に推薦図書をリストアップして、学生の教育・研究環境を整えてい

る。 

 

(１)  開館時間 

永国寺キャンパスには、文化学部の夜間主と夜間課程の短期大学があり、永国寺図書館

は平日夜 21時まで開館している。 

  池図書館は平日夜 19時まで開館している。 

 

<開館時間> 

 

 

 

（※）春季・夏季休業中を除く 

 

(２) 図書等受入状況 

所蔵図書等は、平成 31年３月 31日現在、図書 247,169冊、雑誌タイトル 2,129である。 

 

 

 

 永国寺図書館 池図書館 

月～金 8:30～21:00 8:30～19:00 

土 [試行]９:00～17:00（※） 10:00～16:00（※） 
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<図書・雑誌の蔵書数>                                  （単位：冊、タイトル） 

項目 永国寺図書館 池図書館 合計 

図書（冊） 151,026 96,143 247,169 

雑誌（タイトル） 1,160 969 2,129 

（平成 31年３月 31日現在） 

 

 

 <図書>                                                  （単位：冊） 

 永国寺 池 合  計 

図書 

和漢書 

平成 30年度 

受入数 
846 1,010 1,856 

平成 30年度 

除却等 
－19 －4 －23 

蔵書数 

（Ｈ31 年３/31 現在） 
131,566 83,243 214,809 

洋書 

平成 30年度 

受入数 
33 59 92 

平成 30年度 

除却等 
－1 0 -1 

蔵書数 

（Ｈ31 年３/31 現在） 
19,460 12,900 32,360 

合計 

平成 30年度 

受入数 
879 1,069 1,948 

平成 30年度 

除却等 
-20 －4 －24 

蔵書数 

（Ｈ31 年３/31 現在） 
151,026 96,143 247,169 
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<雑誌>                                               （単位：タイトル） 

  永国寺 池 合  計 

雑誌 

和雑誌 

平成 30年度 

受入数 
120 194 314 

平成 30年度 

受入開始数 
3 16 19 

平成 30年度 

除却等 
0 0 0 

蔵書数 

（Ｈ31 年３/31 現在） 
926 724 1,650 

洋雑誌 

平成 30年度 

受入数 
12 54 66 

平成 30年度 

受入開始数 
0 0 0 

平成 30年度 

除却等 
0 0 0 

蔵書数 

（Ｈ31 年３/31 現在） 
234 245 479 

合計 

平成 30年度 

受入数 
132 248 380 

平成 30年度 

受入開始数 
3 16 19 

平成 30年度 

除却等 
0 0 0 

蔵書数 

（Ｈ31 年３/31 現在） 
1,160 969 2,129 

    

<視聴覚資料> （平成 31年３月 31日現在の所蔵件数） 

永国寺図書館：3,940件 

池図書館：1,552件 
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(３) 図書館利用状況 

<文献複写> 

（単位：件） 

 
依頼 受付 

公費 私費 計 受付 紀要送付 計 

永国寺 43 103  146 109  0  109  

池 549  301  850  678  0  678  

合計 592  404  996  787  0  787  

(平成 31年度３月 31日現在) 

 

<相互貸借>   

                                                     （単位：件） 

 
依頼 

受付 
公費 私費 計 

永国寺 39  11  50  42  

池 21  4  25  57  

合計 60  15  75  99  

(平成 31年度３月 31日現在) 

 

<図書館利用状況> 

 （単位：人、冊） 

項  目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

入館 

者数 

永国寺 10,430 43,296 55,660 

池 45,138 49,721 56,374 

合計 55,568 93,017 112,034 
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貸出 

人数 

永国寺 2,914 4,570 5,178 

池 5,310 5,838 5,944 

合計 8,224 10,408 11,122 

貸出 

冊数 

永国寺 7,348 10,425 11,067 

池 13,901 15,444 14,865 

合計 21,249 25,869 25,932 

  

永国寺図書館、池図書館ともに利用頻度は高く、平成 30年度の利用状況は、延べ入館者

数 112,034人で、25,932冊の図書が貸し出されており、有効に活用されている。 

また、平成 30年度末の学外登録者数は、両図書館合わせて 885人であり、本学学生、教職

員のみならず、広く県民にも利用されている。 

 

(４) 電子ジャーナル・データベース 

データベース・電子ジャーナルは、ProQuest Research Library、EBSCOhost(CINAHL 

Complete、MEDLINE Complete、Food Science Source)、CiNii Articles、CiNii Books 、CiNii 

Dissertations 、Westlaw Japan(文化学部共通予算)、ヨミダス文書館、メディカルオンライン、

医学中央雑誌、リンクリゾルバーSFXを導入している。 

 

ア ProQuest Research Library  

人文、社会科学、心理学、芸術、ビジネス、教育、金融、福利厚生、法律、医学、政治、

宗教、科学技術といった幅広い分野の学術雑誌を収録したデータベースである。 

この中には次のデータベースも含まれている。 

*New York Times 

 New York Times に掲載されたニュース記事のデータベース。 

*ProQuest Dissertations & Theses A&I 

 北米を中心に世界の修士・博士論文を収録するデータベース。 
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イ EBSCOhost  

EBSCO社が提供するデータベース。 

(ア) CINAHL Complete 

    看護学、保健医療、消費者健康、生態臨床医学等のデータベース。 

(イ) MEDLINE Complete 

医学全般、薬学、看護学、歯科学、獣医学、保健医療学等のデータベース。  

(ウ) Food Science Source 

    食品産業に関連する問題を取り扱った定期刊行物のデータベース。 

 

ウ CiNii Articles  

日本の学術論文を中心にした論文情報が検索できるデータベース。 

 

エ CiNii Books  

全国の大学図書館が所蔵する資料（図書、雑誌など）の情報が検索できるデータベー

ス。 

 

オ CiNii Dissertations 

日本の博士論文を中心にした論文情報が検索できるデータベース。 

 

カ Westlaw Japan  

ウエストロー・ジャパン社が提供する日本法の法律情報オンラインデータベース。判例、

法令、行政関連資料、法律雑誌・紀要、法律百科事典、弁護士年鑑のほか、ニュース、企

業情報、公的資料、特許情報をはじめとするビジネス法務に関わる各種周辺情報などが検

索できる。 
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キ 読売新聞 「ヨミダス文書館」  

読売新聞社が提供する新聞データベース。 1986年 9月からの読売新聞、1989年 9月

からの THE DAIRY YOMIURI(英字新聞)が収録された新聞データベース、「よみうり人物デ

ータベース」が利用できる。 

 

ク 理科年表プレミアム 

丸善出版が提供する総合自然科学系データベース。理科年表(国立天文台編)の創刊号

(1925年)からのデータが収録されている。  

 

ケ メディカルオンライン  

医学文献の検索・閲覧及び文献全文をダウンロード提供する医療総合Webサイト。 

 

コ 医中誌 web  

医学中央雑誌刊行会が提供する医学系データベース。 

 

サ リンクリゾルバー（SFX） 

データベース等で検索した文献の入手方法・入手場所を適切にナビゲートするツール。 

  

(５) その他設備等 

<永国寺図書館> ・閲覧席 183席 

・学内者専用端末 3台 

・一般利用者のための開放端末 2台 

・グループ学習室 5室 

・視聴覚席 2席 
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  <池図書館>     ・閲覧席 117席 

・学内者専用端末/一般利用者のための開放端末 10台 

・医中誌 web専用端末 2台 

・グループ室 2室 

               ・共同研究室 1室 

              ・キャレル 1室 

              ・視聴覚席 5席 
 

４ 情報処理センター 

学内ＬＡＮの状況 

(１) サーバ、ネットワークシステムの概要 

   ア サーバ 

     基幹サーバとして池・永国寺キャンパス及びデータセンターに仮想サーバ（３台）を運

用している。  

   イ ネットワークシステム 

  池・永国寺キャンパスともにデータセンターからインターネットに繋がっており、永国寺

キャンパスと池キャンパスは 1Gbpsで接続されている。 

  両キャンパスともに有線・無線 LAN環境が整備されている。 

 

(２) 登録ＩＤ総数及び教職員、学生、大学院生ごとの内訳 

  ア 教職員  193名（教員 131名、事務職員 62名） 

    学生    1,397名（学部 1,311名、大学院 86名） 

  イ 接続端末の総数 

    総数         約 800台 

    永国寺キャンパス 約 350台 

    池キャンパス     約 450台 
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５ 総合情報センター 

(１) 総合情報センターの運営 

ア 総合情報センター運営委員会、情報処理部会、図書部会 

総合情報センター業務を遂行するため、高知短期大学との合同総合情報センター運営

委員会を定期的に 13回開催した。情報処理部会はメーリングリストにて適宜、図書部会は

総合情報センター運営委員会に含め開催した。 

 

イ 図書部門 (図書部会) 

(ア) 推薦図書事業 

前期/後期にそれぞれ 1回、計 2回通常の推薦図書を実施した。また、新任教員が

学生に利用させる図書等を配慮して開始された新任教員推薦図書を実施した。 

 (イ) 蔵書点検と蔵書整理 

休館をして、8月に池図書館の蔵書点検、12月に永国寺図書館の蔵書点検を行い、3

月には両図書館で蔵書整理を行った。 

     （ウ） 高知工科大学と合同の永国寺図書館の運営に関する打ち合わせ 

          共用施設である永国寺図書館の運営に関し、情報の共有と連絡調整をする場として、

高知工科大学と合同の打ち合わせを 11回開催した。 

（エ） 古本募金の開始 

          読み終わった本を送ってもらい、その査定金額が高知県立大学の寄附金となる古本

募金を 7月より開始した。 

     （オ） 土曜日開館延長の試行 

         土曜日の開館時間は 10:00～16:00であるが、延長の要望が多数あり、開館時間を

9:00～17:00に延長し、1年間試行期間として運用した。 

    （カ） ブックハンティングの開催 

      高知県立大学後援会より図書購入のための寄附金があり、学生に書店等で直接図

書を選んでもらうブックハンティングを開催し、両キャンパスで 6名の参加があった。 
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     （キ） 特別資料の取り扱いを定義 

          江戸時代の書簡を所有しており、それに類する貴重資料の取り扱い（撮影や貸出）

について定めた。 

     （ク） 高知県立大学等永国寺図書館蔵書除却検証委員会の開催 

         平成 26年より行っていた永国寺図書館の蔵書整理に関し、除却処理を検証し、今後

の適切な管理運営を図るため検証委員会が設置され、学外の委員と本学学生で構成

した 7名の委員により、9月から 4回の会議が開催され、12月には報告書が提出され

た。 

     （ケ） 総合情報センター・図書館改革委員会の発足 

           総合情報センター・図書館の機能、役割、管理体制についての見直しを行い、図書

館の基本理念、高知県立大学としてのコレクションマネジメントの策定、規則の改正を

行う学内組織として 11月に発足した。 

          平成 31年度末までの予定で、学内の 9名の委員と学外の 3名の特別委員で構成

した。 

         平成 30年度は 7回の委員会を開催した。 

 (コ) 規程類の改正 

新たな複合機の導入によりカラー複写が出来るようになったため、カラーの複写料金 

を規定した。 

       ・高知県立大学図書館・高知短期大学図書館文献複写要領 

 

イ 情報処理部門 (情報処理部会) 

(ア)  情報処理システムの管理・運用 

利用者登録(ID登録、機器登録等)、トラブル対応、修繕等、実施した。 

(イ)  スタッフディベロップメント 

・平成 30年度公立大学協会情報処理部会へ参加:  

H32-33年度に高知県立大学が部会長 H32年度に高知で部会を開催 

・平成 30年度高知県ネットワークセキュリティー連絡協議会への参加 



 

13 

(ウ)  ESET と Office 及びWindowsの法人契約 

コストパフォーマンスを向上させるたるため、法人及び高知工科大学と検討し、ウイル

ス対策ソフト ESET、Office及びWindowsを法人契約とした。 

(エ)  ネットワークの通信検知システム運用 

セキュリティー強化のため、疑わしい通信を検知･ブロックするシステムを運用した。 

(オ)  法人情報システム運営連絡会 

法人及び高知工科大学との法人情報システム運営連絡会を 8月と 3月に実施し

た。 

 (カ) 利用者の情報教育、セキュリティー教育 

「データサイエンスと基礎統計セミナー」と題して、11月から 12月に 2 コースでそれ

ぞれ 5回ずつ計 10回の研修会を実施した。 

情報セキュリティー教育として全教職員を対象に 3月から 4月に e-ラーニングによる

研修を実施した。 

(キ) ネットワークの防災訓練 

本年度で第６回となる県内 5大学によるネットワークの防災訓練を 9月に実施した。 
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(２) 研修報告 

開催日 研修名 場所 出席者 

4/26（金） 図書館サービス基礎研修 高知市民図書館 職員２名 

6/15(金)～

6/16(土) 

第 50回公立大学協会図書館協議会

総会 

札幌 職員１名 

9/6（木）～

9/7（金） 

第 7回大学図書館学生協働交流シン

ポジウム 

広島大学 学生１名 

職員１名 

9/13（木）～

9/14（金） 

公立大学協会図書館協議会中国四

国地区協議会平成 30年度職員研修

会 

山口県立大学 職員２名 

10/18（木）～

10/19（金） 

第 59回中国四国地区大学図書館研

究集会 

永国寺キャンパス 職員２名 

10/25（木）～

10/26（金） 

機関リポジトリ新任担当者研修（3回

目） 

国立情報学研究所 職員１名 

10/25（木）～

10/26（金） 

レファレンス・サービス研修－経済社

会情報を中心に－ 

国立国会図書館東

京本館 

職員１名 
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６ その他 

 ●企画展示の充実 

  平成 30年度は、永国寺図書館で 12回、池図書館で 7回開催した。 

  （この中には、文化学部と連携した「芥川賞予想の会」の展示も含まれる。） 

 ●高知県立大学後援会図書コーナーの新設 

 ●池図書館の入口に看板を設置 

 ●県内各図書館との相互貸借の協力 

 ●関係規程・内規 

・高知県立大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター規程(16ページ掲載) 

・高知県立大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター運営委員会細則 

・図書部会要領 

・情報処理部会要領 

・高知県立大学総合情報センター及び高知短期大学総合情報センター図書館資料等利用

細則 

・高知県立大学総合情報センター池図書館資料等利用細則 

・高知県立大学図書館･高知短期大学図書館文献複写要領 

・高知県立大学・高知短期大学図書館資料管理細則 

・高知県立大学・高知短期大学総合情報センター蔵書点検実施要領 

・高知県立大学学術情報リポジトリ運用指針 

・図書の分類 

・高知県立大学図書館の運営に要する経費に充当するための物品等(古本等)の寄附に係る 

取扱要領(平成 30年７月 1日制定) 
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高知県立大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、高知県立大学学則第 50条第 2項及び高知短期大学学則第 26条第 2

項の規定に基づき、高知県立大学総合情報センター及び高知短期大学総合情報センター

（以下「センター」という。）について必要な事項を定める。 

（センターの目的） 

第２条 センターは、高知県立大学学則第 60条第 1号及び高知短期大学学則第 37条に定

める図書館の管理、運営、図書館資料の収集、整理、保存、閲覧、調査及び高知県立大

学学則第 60条第 2号及び高知短期大学学則第 37条に定める情報処理施設の管理、運営

を行い、教職員及び学生の情報処理に関する教育、研究の支援を行うとともに、地域社

会の図書館活動及び学術情報システムの確立に協力し、地域の発展に寄与することを目

的とする。 

２ 前項の図書館資料とは、図書、記録及び視聴覚教材その他教育及び研究に必要な資料

をいう。 

（組織） 

第３条 センターにセンターの運営その他に関する重要な事項を審議するため、高知県立

大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター運営委員会を置く。 

２ センターに専任の教員を置くことができる。 

３ 総合情報センター運営委員会に関する細則は、別に定める。 

（運営の細則） 

第４条 センター及びセンターに保存されている図書館資料の利用、その他センターの運

営について必要な事項は、学長の承認を受けてセンター長が定める。 

 

附 則 

 この規程は、平成 23年４月１日から施行する。 

附 則 

https://www.kppuc.ac.jp/regulations/rule/66.html#rule_1345
https://www.kppuc.ac.jp/regulations/rule/140.html#rule_282
https://www.kppuc.ac.jp/regulations/rule/66.html#rule_1373
https://www.kppuc.ac.jp/regulations/rule/140.html#rule_354
https://www.kppuc.ac.jp/regulations/rule/66.html#rule_1374
https://www.kppuc.ac.jp/regulations/rule/66.html#rule_1374
https://www.kppuc.ac.jp/regulations/rule/140.html#rule_354
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 この規程は、平成 24年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この規程は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 27年 11月 26日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 29年４月１日から施行する。 
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