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１１．全国国立大学図書館長会議・ 
   国 立 大 学 図 書 館 協 議 会 

特別委員会・調査研究班等一覧 
 
特１ ・事務量調査特別委員会（東北大）（昭和？～４３年） 
    －昭和４３年６月「大学図書館の事務量にもとづく職員数基準」最終報告（国大図協ニュース

資料№1，p.1 参照） 
 
特２ ・図書館職員の定員に関する特別委員会（東京農工大）（昭和４２～４５年） 
    －昭和４４年１０月「図書館職員の定員に関する特別委員会最終報告」（国大図協ニュース資 

料№4 として発表） 
 
特３ ・司書職制度特別委員会（東学大・深川恒喜）（昭和３９～４３年）（後に「司書職制度調査研究

班」となる） 
    －昭和４３年６月報告（『大学図書館の業務分析』として出版。国大図協ニュース資料№1， p.2 

参照） 
 
特４ ・館長会議組織化特別委員会（広島大）（昭和４２～４３年） 
    （国大図協ニュース資料№1，p.4 参照） 
 
調１ ・図書館維持費調査研究班（阪大→京大）（昭和４２？～４５年） 
    －昭和４３年６月「図書館維持費の積算に関する調査研究報告」（第１５次館長会議総会資料

p.19 に発表） 
 
調２ ・参考図書の基準調査研究班（名大）（昭和４２～４８年） 
    －昭和４３年９月「参考図書選択目録 -1966-」（国大図協ニュース№8，p.13 参照） 
    －昭和４５年９月「参考図書選択目録 -1967-」 
    －昭和４５年９月「参考図書の用語の変遷」 
    －昭和４７年１２月「逐刊欧文二次資料目録 1972」（予備版） 
    －昭和４８年３月「国立大学附属図書館逐刊欧文二次資料総合目録 1972」 
 
調３ ・司書職制度調査研究班（東学大・深川恒喜）（昭和４３～５１年）（前身は「司書職制度特別委

員会」） 
    －昭和５１年６月中間報告（『大学図書館研究』№8 に「諸外国における大学図書館司書職に関

する調査」（岡崎義富）として発表） 
    －昭和５１年最終報告書？（国大図協ニュース資料№18，p.17 参照） 
 
調４ ・図書館建築調査研究班（東大）（昭和４３～４８年） 
    －昭和４４年「図書館建築文献資料目録Ｉ」（国大図協ニュース№5，p.3 参照） 
    －昭和４８年「図書館建築文献資料目録Ⅱ」（国大図協ニュース資料№14，p.10 参照） 
 
調５ ・図書館機械化調査研究班（京大→東大）（昭和４３～５４年） 
    －昭和５２年６月「図書館機械化についてのアンケート」（総会資料№24-2 として発表。国大

図協ニュース資料№19，p.4 参照） 
    －昭和５３年６月「図書館機械化調査研究班報告書」（総会資料№25-2 として発表。 

昭和５４年３月『大学図書館の機械化』として出版） 
 
特５ ・”新しい大学図書館像”特別委員会（名大）（昭和４５～４８年） 
     研究グループ ①相互協力による総合的収書計画について（一橋） 
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       〃    ②大学図書館予算のあり方について（九大） 
       〃    ③学生用図書について（岩手大） 
       〃    ④保存図書館について（名大） 
       〃    ⑤機械化における相互協力について（近畿地区） 
    （第１７回～２０回総会資料, 国大図協ニュース資料№14，p.10 参照） 
 
調６ ・「大学図書館改善」調査研究班（一橋）（昭和４８～５３年） 
    －昭和５２年６月「国立大学図書館改善要項改訂のための試案」（総会資料№24-3 として発表。

総会資料№24-1，p.159 参照） 
 
特６ ・学術情報流通体制に関する特別委員会（京大）（昭和５０～５１年） 
 
調７ ・外国雑誌調査研究班（九大）（昭和５０～５２年） 
     －昭和５２年５月「主要二次刊行物収載外国学術雑誌の国内所在分布調査集計表」 
    －昭和５２年６月「一括契約購入外国雑誌に関するアンケート集計表」（総会資料№24-4 とし

て発表。総会資料№24-1，p.159 参照）     
     －昭和５２年６月「外国雑誌契約価格表」（総会資料№24-1，p.159 参照） 
 
特７ ・大学図書館基本問題特別委員会（東大）（昭和５０～５３年） 
    －昭和５３年６月「大学図書館基本問題特別委員会報告書」（総会資料№25-3 として発表。総

会資料№25-1，p.137 参照） 
 
調８ ・図書館相互協力調査研究班（千葉大・横国大）（昭和５０～５５年） 
    －昭和５４年６月「共同利用図書館の基本構想」（中間報告）（総会資料№26-1，p.50 に発表。 
     国大図協ニュース資料№21，p.5 参照） 
    －昭和５５年６月「国立大学間における図書館相互利用制度の整備について」（総会資料№ 

27-2 として発表。総会資料№27-1，p.131 参照） 
 
調９ ・大学図書館におけるコンピュータネットワークに関する調査研究班（九大・名大・阪大）（昭和

５７～６０年） 
    －昭和５９年６月「コンピュータネットワークに関する調査概要」 
    －昭和６０年６月「コンピュータネットワークに関する調査概要（補遺版）」 
 
調 10 ・大学図書館の公開に関する調査研究班（東大）（昭和６０～６１年） 
    －昭和６１年３月「国立大学図書館における公開サービスに関する当面の方策について」（中間

報告） 
    －昭和６１年９月「国立大学図書館における公開サービスに関する当面の方策について－大学

図書館の公開に関する調査研究班報告－」 
 
調 11 ・専門職員採用状況等調査研究班（東大）（昭和６１～６３年） 
    －昭和６２年７月「国立大学図書館における図書館職員の採用等に関する実態調査集計結果に

ついて－中間報告－」 
    －昭和６３年４月「国立大学図書館に於ける図書館職員の採用等に関する実態調査集計結果に

ついて－報告書－」 
 
調 12 ・相互貸借の推進方策調査研究班（京大）（昭和６１～６３年） 
    －昭和６２年６月「相互貸借の推進方策調査研究班第一次報告」 
    －昭和６３年３月「相互貸借の推進方策調査研究班報告」（『大学図書館研究』№33 に発表） 
 



 55

特８ ・学術情報システム特別委員会（東大）（昭和６１～平成３年） 
    －昭和６２年６月ネットワーク専門委員会第１次報告「大学図書館のシステム化－図書館ネッ

トワーク構築のために－」 
    －昭和６３年６月ネットワーク専門委員会第２次報告「目録情報ネットワークの展開と大学図

書館のシステム化」 
    －平成２年２月「ＩＬＬシステムレポート 学術情報システム特別委員会報告」 
 
調 13 ・外国出版物購入価格問題調査研究班（一橋）（昭和６２～平成元年） 
    －昭和６３年６月「外国出版物購入価格問題調査研究班第一次報告」（総会資料№35-1，p.41

参照） 
    －平成元年６月「外国出版物の購入価格問題に関する調査研究－報告書－」 
 
特９ ・文献複写に係る著作権問題特別委員会（東大）（昭和６３～平成７年） 
    －平成５年１２月１５日「著作権使用に係る文献複写の実態調査報告書」（『大学図書館研究』 
          №43 に発表） 
 
特 10 ・図書館専門職員問題特別委員会（一橋）（平成元～３年） 
    －平成３年５月「図書系専門職員の人材確保に関する当面の方策－図書館専門職員問題特別委

員会報告書－」（総会資料№38-3 として発表） 
 
特 11 ・図書館建築基準に関する特別委員会（神戸）（平成元～３年） 
    －平成２年６月「図書館建築基準に関する特別委員会中間報告」 
    －平成３年６月「図書館建築基準に関する報告」（総会資料№38-4 として発表） 
 
調 14 ・資料の保存に関する調査研究班（九大）（平成３～６年） 
    －平成５年５月「資料の保存に関する調査研究」中間報告（総会資料№40-3 として発表） 
    －平成６年５月「資料の保存に関する調査研究」最終報告（総会資料№41-5 として発表） 
 
委１ ・自己評価基準検討委員会（阪大）（平成４～５年） 
    －平成５年３月「国立大学図書館における自己点検・評価について－よりよき実施に向けての

提言－」（総会資料№40-5 として発表。『大学図書館研究』№42 に発表） 
 
調 15 ・保存図書館に関する調査研究班（筑波）（平成４～６年） 
    －平成５年５月「保存図書館に関する調査研究（中間報告）」（総会資料№40-4 として発表） 
    －平成６年３月「保存図書館に関する調査研究報告書」（総会資料№41-6 として発表） 
 
委２ ・画像伝送サービス検討委員会（東大）（平成５～６年） 
    －平成６年５月「画像伝送サービス検討委員会報告書」（総会資料 No.41-7 として発表） 
 
特 12 ・図書館情報システム特別委員会（東大）（平成５～１０年） 
    専門委員会 ①次期電算化システム専門委員会（東大） 
    －平成６年５月「次期電算化システム専門委員会第１次報告」（総会資料 No.41-3 として発表） 
    －平成７年６月「次期電算化システム専門委員会第２次報告」（総会資料 No.42-3 として発表） 
    －平成８年７月「次期電算化システム専門委員会第３次報告」（総会資料 No.43-3 として発表） 
    －平成９年６月「次期電算化システム専門委員会平成８年度報告」 
                                （総会資料No.44-3として発表） 
 
    専門委員会 ②ＩＬＬシステム専門委員会（阪大） 
     －平成６年６月「ＩＬＬシステム専門委員会第１次報告」（総会資料 No.41-4 として発表） 
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     －平成８年７月「ＩＬＬシステム専門委員会第２次報告」（総会資料 No.43-4 として発表） 
    －平成９年６月「ＩＬＬシステム専門委員会第３次報告」（総会資料 No.44-4 として発表） 
    －平成 10 年４月「ＩＬＬシステム専門委員会最終報告」（総会資料 No.45-4 として発表） 
 
     専門委員会 ③目録業務システム専門委員会（京大） 
    －平成７年６月「目録業務システム専門委員会第１次報告」（総会資料 No.42-4 として発表） 
    －平成８年７月「目録業務システム専門委員会最終報告」（総会資料 No.43-5 として発表） 
 
 
調 16 ・大学図書館員の育成・確保に関する調査研究班（名大）（平成６～８年） 
    －平成８年７月「大学図書館員の育成・確保に関する調査研究班最終報告」 
                              （総会資料 No.43-6 として発表） 
委３ ・資料の保存に関するデータ処理専門委員会（九大）（平成７年１～３月） 
     －平成７年６月「資料の保存に関する調査研究」報告（総会資料 No.42-5 として発表） 
 
委４ ・国立大学図書館公開事業実施委員会（京大）（平成７年～９年） 
 
特 13 ・著作権特別委員会（東大）（平成７年～平成１４年） 
    －平成９年６月「著作権特別委員会著作権ワーキング・グループ平成８年度報告」 
                              （総会資料№44-5 として発表） 

－平成 10 年５月「著作権特別委員会平成９年度報告」（総会資料№45-3 として発表） 
 
調 17 ・防災と災害時緊急対策調査研究班（筑波大）（平成７年～平成８年） 
    －平成８年７月「防災と災害時緊急対策調査研究班調査報告」（総会資料№43-7 として発表） 
 
調 18 ・身体障害者サービスに関する調査研究班（筑波大） （平成８年～９年） 
     －平成９年６月「大学図書館における身体障害者サービスの実態：国立大学図書館協議会身体

障害者サービスに関する調査研究班報告書 第Ⅰ部」（総会資料№44-6 として発表）  
     －平成 10 年６月「大学図書館における身体障害者サービスのあり方：国立大学図書館協議会

身体障害者サービスに関する調査研究班報告書 第Ⅱ部」（総会資料№45-5 として発表）  
 
特 14 ・図書館電子化システム特別委員会（京大） （平成１０年～１２年） 
    －平成１２年６月「平成１１年度国立大学図書館協議会図書館電子化システム特別委員会第１，

２年次報告」（総会資料№47-3 として発表） 
    －平成１３年６月「平成１２年度国立大学図書館協議会図書館電子化システム特別委員会第３

年次報告」（総会資料№48-3 として発表） 
 
特 15 ・国際情報アクセス特別委員会（東大） （平成１０年～１３年） 

－平成１２年６月「海外機関との相互利用（文献複写）に関する調査報告」（総会資料№47-4
として発表） 

 
特 16 ・情報資源共用・保存特別委員会（東工大） （平成１０年～１２年） 
    －平成１２年６月「平成１１年度国立大学図書館協議会情報資源共用・保存特別委員会中間報

告書」（総会資料№47-5 として発表） 
 
    －平成１３年６月「学術情報資源への安定した共同アクセスを実現するために―分担収集と資

料保存施設―」（総会資料№48-4 として発表） 
 
特 17 ・図書館組織・機構特別委員会（筑波大） （平成１０年～１１年） 
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    －平成１２年４月「国立大学図書館の管理・運営に関するガイドブック」（総会資料№47-7 と

して発表） 
    －平成１２年６月「平成１１年度国立大学図書館協議会図書館組織・機構特別委員会最終報告」

（総会資料№47-6 として発表） 
 

タ 1  ・電子ジャーナル・タスクフォース（平成１２年～ ） 
 
特 18 ・図書館高度情報化特別委員会（京大） （平成１３年～１４年） 
    －平成１５年５月「電子図書館の新たな潮流―情報発信者と利用者を結ぶ付加価値インターフ

ェース―」（総会資料№50-5 として発表） 
 
特 19 ・国際学術コミュニケーション特別委員会（東大） （平成１４年～ ） 
 
タ 2  ・組織問題検討タスクフォース（平成１４年） 
    －平成１５年６月「今後における『国立大学図書館協議会のあり方』について最終報告」 

（総会資料№50-6 として発表） 
 
プ 1  ・国立大学法人化後の各大学に共通する課題解決プロジェクト・チーム（平成１４年～ ） 
 
プ 2  ・研修プログラム再構築プロジェクト・チーム（平成１４年） 
 


