
１４．国立大学図書館協議会シンポジウム 

国立大学図書館協会シンポジウム 

テーマ一覧 
 

昭和 62年度（第 1回）～平成 15年度（第 16回） 

国立大学図書館協議会シンポジウム 

 

昭和６２年度（第１回） 

図書館業務のシステム化と目録システム／相互協力活動の推進－現物貸借・文献複写／大学図書館

の公開 

 

(1) 東地区 

会場：東京大学 

日時：昭和６２年１２月１０日（木）～１１日（金） 

 

(2) 西地区 

会場：京都大学 

日時：昭和６２年１０月２２日（木）～２３日（金） 

 

 

昭和６３年度（第２回） 

（趣旨）学術情報センター目録システムの変更及び学術情報システム特別委員会の報告を基に，今

後の大学図書館の目録業務及びシステム化の在り方を討議する 

 

(1) 東地区 

会場：国立婦人教育会館 

日時：昭和６３年１２月８日（木）～９日（金） 

 

(2) 西地区 

会場：関西地区大学セミナーハウス 

日時：昭和６３年１１月１７日（木）～１８日（金） 

 

 

平成元年度（第３回） 

（目的）外国出版物購入価格問題調査研究班の報告の趣旨を周知させ，それらの内容を討議し，外

国出版物の購入について国立大学図書館の適切な対応の方策を検討する 

 

(1) 東地区 

会場：海外職業訓練協会 

日時：平成元年１２月７日（木）～８日（金） 

 

(2) 西地区 

会場：関西地区大学セミナーハウス 

日時：平成元年１１月１６日（木）～１７日（金） 

 

 

平成２年度（第４回） 

（目的）ＣＤ－ＲＯＭを中心としたニューメディアが図書館サービスの中に取入れられつつあるが，
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その現状，問題点，将来の展望等について討議し，ニューメディアを図書館サービスの中でどのよ

うに位置づけていくか，適切な対応を検討する 

 

(1) 東地区 

会場：横浜・もみじ坂会館 

日時：平成２年１１月１５日（木）～１６日（金） 

 

(2) 西地区 

会場：京都大学附属図書館 

日時：平成２年１１月１日（木）～２日（金） 

 

 

平成３年度（第５回） 

（目的）学術情報センターで開発が進められていたＩＬＬシステムの本格稼動の開始を控え，同シ

ステムに関する理解を深めるとともに，実務上の諸々の問題について討議し，システムの円滑な運

用を諮る 

 

(1) 東地区 

会場：大学セミナーハウス（八王子市） 

日時：平成３年１２月５日（木）～６日（金）   

参加：３７大学 ４５名 

 

(2) 西地区 

会場：関西地区大学セミナーハウス（神戸市） 

日時：平成３年１１月２５日（月）～２６日（火）   

参加：４３大学 ４５名 

 

 

平成５年度（第６回） 

（目的）ＮＡＣＳＩＳ－ＩＬＬサービス実施後の実務面あるいはシステム面で発生した諸問題の把

握と今後の改善策の検討 

 

(1) 東地区 

会場：放送大学   

日時：平成５年１０月２１日（木）～２２日（金）   

参加：３５大学 ４３名 

 

(2) 西地区 

会場：神戸大学   

日時：平成５年９月２１日（火）～２２日（水）   

参加：４５大学 ４７名 

 

 

平成６年度（第７回） 

ネットワークと図書館情報－利用者の期待にどのように応えるか 

 

(1) 東地区 

会場：東北大学 

日時：平成６年１２月７日（水）～８日（木） 
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(2) 西地区 

会場：岡山大学   

日時：平成６年１１月１０日（木）～１１日（金） 

 

 

平成７年度（第８回） 

大学図書館における防災・安全管理と緊急事態への対応について 

 

(1) 東地区 

会場：筑波大学   

日時：平成７年１０月１９日（木）～２０日（金）   

参加：２９大学 ４２名 

 

(2) 西地区 

会場：大阪大学   

日時：平成７年１０月５日（木）～６日（金）   

参加：３５大学 ４４名 

 

 

平成８年度（第９回） 

大学図書館と公共図書館の共生 

 

(1) 東地区 

会場：千葉大学 

日時：平成８年１２月１１日（水）～１２日（木） 

参加：２９大学 ３８名 

 

(2) 西地区 

会場：名古屋大学 

日時：平成８年１１月２７日（水）～２８日（木） 

参加：３８大学 ４６名 

 

 

平成９年度（第１０回） 

電子図書館の具体化とその経営組織 

 

(1) 東地区 

会場：東京工業大学 

日時：平成９年１２月２日（火）～３日（水）   

参加：２９大学 ４０名 

 

(2) 西地区 

会場：神戸大学   

日時：平成９年１１月２５日（火）～２６日（水）   

参加：３４大学 ４４名 

 

 

平成１０年度（第１１回） 
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大学図書館における事務改善・合理化の進め方について／国際ＩＬＬについて 

 

(1) 東地区 

会場：東北大学   

日時：平成１０年１２月１日（火）～２日（水）   

参加：２７大学 ４０名 

 

(2) 西地区 

会場：広島大学   

日時：平成１０年１１月２５日（水）～２６日（木）   

参加：３８大学・機関 ４８名 

 

 

平成１１年度（第１２回） 

大学図書館における事務機構改革－大学図書館の改善方策について－ 

 

(1) 東地区 

会場：横浜国立大学   

日時：平成１１年１２月８日（水）～９日（木）   

参加：３５大学 ５０名 

 

(2) 西地区 

会場：岡山大学   

日時：平成１１年１１月１７日（水）～１８日（木）   

参加：３５大学 ４８名 

 

 

平成１２年度（第１３回） 

オンラインジャーナルの導入と外国雑誌収集のあり方 

 

(1) 東地区 

会場：筑波大学大学会館   

日時：平成１２年１１月２１日（火）～２２日（水）   

参加：３１大学 ３６名 

 

(2) 西地区 

会場：名古屋大学附属図書館   

日時：平成１２年１２月７日（木）～８日（金）   

参加：５１大学 ６２名 

 

 

平成１３年度（第１４回） 

電子ジャーナルとコンソーシアムの形成 

 

(1) 東地区 

会場：埼玉大学２１世紀総合研究機構   

日時：平成１３年１２月１９日（水）～２０日（木）   

参加：３６大学・機関 ４９名 
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(2) 西地区 

会場：京都大学附属図書館   

日時：平成１３年１１月２８日（水）～２９日（木） 

参加：４８大学・機関 ５６名 

 

 

平成１４年度（第１５回） 

国際学術コミュニケーションの展開と展望 

 

(1) 東地区 

会場：千葉大学けやき会館 

日時：平成１４年１１月２６日（火）～２７日（水） 

参加：４２大学･機関 ６５名 

 

(2) 西地区 

会場：九州大学附属図書館 

日時：平成１４年１２月５日（木）～６日（金） 

参加：４３大学･機関 ５９名 

 

 

平成１５年度（第１６回） 

国立大学法人化後を見据えた大学図書館経営について 

 

(1) 東地区 

会場：一橋大学佐野書院 

日時：平成１５年１１月２７日（木）～２８日（金） 

参加：３４大学･機関 ４３名 

 

(2) 西地区 

会場：神戸大学瀧川記念学術交流会館 

日時：平成１５年１２月８日（月）～９日（火） 

参加：３６大学･機関 ４０名 

 

 

平成 16年度（第 17回）～平成 24年度 

国立大学図書館協会シンポジウム 

 

平成１６年度（第１７回） 

法人化後の大学改革と大学図書館の在り方 

 

(1) 東地区 

会場：東京学芸大学附属図書館ＡＶホール 

日時：平成１６年１２月７日（火）～８日（水） 

参加：３９大学･機関 ４４名 

 

(2) 西地区 

会場：広島大学中央図書館ライブラリー・ホール 

日時：平成１６年１１月２９日（月）～３０日（火） 

参加：３６大学･機関 ４５名 
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平成１７年度（第１８回） 

機関リポジトリ：学術コミュニケーション機能回復の新たな方向を探る 

 

(1) 東地区 

会場：筑波大学春日地区情報メディアユニオン２Ｆホール 

日時：平成１７年１２月８日（木）～９日（金） 

参加：２７大学･機関 ３９名 

 

(2) 西地区 

会場：岡山大学大学院自然科学研究科大講義室 

日時：平成１７年１１月１６日（水）～１７日（木） 

参加：３１大学･機関 ４６名 

 

 

平成１９年度 

若きライブラリアンの海外大学図書館研修 Global Librarian Network の形成を求めて 

 

(1) 東地区 

会場：筑波大学春日地区情報メディアユニオン２Ｆホール 

日時：平成１９年９月１９日（水） 

参加：４０大学・機関 ９１名 

 

(2) 西地区 

会場：大阪大学附属図書館豊中本館Ａ棟６Ｆ図書館ホール 

日時：平成１９年９月５日（水） 

参加：４６大学・機関 １０９名 

 

 

平成２０年度 

図書館職員としてのキャリア形成を求めるあなたに－望まれるキャリアパス制度をめざして 

 

(1) 東地区 

会場：東京大学総合図書館 大会議室 

日時：平成２１年１月１５日（木） 

参加：３３大学・機関 ６３名 

 

(2) 西地区 

会場：京都大学百周年時計台記念館 

日時：平成２０年１２月２日（火） 

参加：２９大学・機関 ６３名 

 

 

平成２１年度 

利用者から学ぶ－個性的で多様な図書館サービスに向けて 

 

(1) 東地区 

会場：一橋大学 国立東キャンパス マーキュリータワー（７階）会議室 
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日時：平成２１年１２月１５日（火） 

参加：４３大学・機関 ７０名 

 

(2) 西地区 

会場：神戸大学 社会科学系フロンティア館（３階）プレゼンテーションホール 

日時：平成２１年１１月２０日（金） 

参加：３０大学・機関 ６３名 

 

 

平成２２年度 

大学図書館職員の「強み」と「弱み」：コアコンピテンシーを考える 

 

(1) 東地区 

会場：お茶の水女子大学共通講義棟２号館（２階）２０１教室（大教室） 

日時：平成２２年１２月３日（金） 

参加：３７大学・機関 ６４名 

 

(2) 西地区 

会場：奈良女子大学 記念館（２階）講堂 

日時：平成２２年１１月１９日（金） 

参加：２６大学・機関 ４２名 

 

 

平成２３年度 

電子書籍と大学図書館 

 

会場：京都大学医学部芝蘭会館山内ホール 

日時：平成２３年１１月２５日（金） 

参加：２６大学・機関 １２０名 

 

 

平成２４年度 

ラーニング・コモンズ再考 

   共催：千葉大学アカデミック・リンク・センター 

 

会場：千葉大学アカデミック・リンク・センター I棟１階コンテンツスタジオ「ひかり」 

日時：平成２４年１２月３日（月） 

参加：４９大学・機関 １００名 
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