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１６．総会研究集会協議題・テーマ一覧 
 

昭和３０年度（第２次総会）～平成１５年度（第５０回総会） 
 
昭和３０年度（第２次） 
 新制大学における附属図書館の諸問題について 
  (1) 管理、運営   (2) 予算（経理を含む）   (3) サービス 
 
昭和３１年度（第３次） 
 1.  全学的な図書館の管理運営について 
   (1) 図書の管理   中央図書館と分館、部局図書館 
  (2)  人事管理     中央図書館と分館、部局図書館 
  (3)  予    算     図書館維持費 
 2.  大学図書館相互間の協力について 
 3.  大学図書館職員の研修について 
 
昭和３２年度（第４次） 
  1.  大学図書館の管理、運営方法の改善について 
   (1)  図書館運営委員会のあり方     (2)  館長、事務長の職務内容 
  2.  大学相互間および学内部局相互間の図書の利用について 
   (1)  相互貸借    (2) 総合目録の作成、交換 
  3.  大学図書館の予算について 
   (1)  予算の編成    (2)  図書館維持費   (3)  図書購入費と研究費等の関連 
 4.  図書館職員の養成について 
 
昭和３３年度（第５次） 
  国立大学図書館改善要項の実施と改善について 
   (1)  大学図書館の学生に対する運営の改善について 
  (2)  大学図書館の教官に対する運営の改善について 
   (3)  大学図書館の施設の充実について 
  (4)  大学図書館の蔵書の基準について 
 
昭和３４年度（第６次） 
  1.  大学図書館の管理運営に関する実状報告およびこれに対する協議について 
  (1)  地区代表大学より報告     (2) 報告に対する協議 
  2.  本研究集会における懸案事項について 
   (1)  蔵書の基準について   (2)  夜間開館について   (3) 職員の研修について 
   (4)  大学間における文献の相互貸借について   (5)  その他 
  3.  各大学提出の研究題目について 
  4.  その他  
 
昭和３５年度（第７次） 
  1.  大学図書館の管理運営の改善について 
   (1)  大学における図書館の地位と責任について 
   (2)  大学図書館の職員構成について 
   (3)  図書の収集、選定、購入、整理について 
 2.  図書館開館の２部制（夜間開館制）について 
  3.  大学における蔵書基準について 
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  4.  各大学提出の研究協議題について 
 
昭和３６年度（第８次） 
 1.  図書館維持費（組み方、配分、使用方法等について） 
 2. 職員構成について（一般事務職員と専門職員について） 
 
昭和３７年度（第９次） 
 大学図書館の近代化について 
 1.  施設、設備の整備の問題点   
  2.  管理、運営の集中とその限界 
 
昭和３８年度（第１０次） 
 大学図書館の役割と機能 
 1.  大学における図書館長の役割     
  2.  指定書制度 
 
昭和３９年度（第１１次） 
 1. 分館のあり方について 
 2. 相互協力について（資料の分担購入、共同目録作業、文献複写等） 
 3. レファレンス・サービスおよび職員の研修について 
 
昭和４０年度（第１２次） 
 指定図書について 
 
昭和４１年度（第１３次） 
 大学図書館の職員構成と職員数算定について 
 
昭和４２年度（第１４次） 
 全国国立大学図書館長会議の組織強化について 
 
昭和４３年度（第１５次） 
 指定図書制度について 
 1. 教官側からみた問題点  2. 実施報告 
 
―――――― ここまで「全国国立大学図書館長会議」以降「国立大学図書館協議会」――――― 
 
昭和４４年度（第１６回） 
 図書館職員の定員の問題（パネル討議） 
 
昭和４５年度（第１７回） 
 新しい大学図書館像について 
 1.  大学図書館理念について  2.  学習機能の向上と相互協力   3.  図書館機械化について 
 
昭和４６年度（第１８回） 
 新しい大学図書館像について 
 1.  相互協力の問題としての総合的収集計画   2.  保存図書館について 
  3. 大学図書館の予算のあり方について 
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昭和４７年度（第１９回） 
 新しい大学図書館像について 
 1.  相互協力による総合的収集計画  2. 大学図書館の予算のあり方について 
 3. 学生用図書について 
 
昭和４８年度（第２０回） 
 新しい大学図書館像について 
 1.  相互協力による総合的収集計画  2. 大学図書館の予算のあり方について 
 3. 学生用図書について 
 
昭和４９年度（第２１回） 
 大学図書館と学術情報流通体制について 
  ○学術審議会学術情報分科会「学術情報の流通体制の改善について」 
                          京都大学附属図書館事務部長 岩猿 敏生 
  ○大学図書館における学術情報サービス         広島大学附属図書館長 伊東 隆夫 
                             九州大学附属図書館長 松浦 良平 
   ○大学図書館改善協議会機械化専門部会報告    東京大学附属図書館整理課長 田邊  廣 
 
昭和５０年度（第２２回） 
 大学図書館の相互協力システムとその課題 
  ○研究者の情報要求と大学図書館活動           京都大学附属図書館長 林  良平 
                         京都工芸繊維大学附属図書館長 平瀬  進 
                             神戸大学附属図書館長 嘉納  孔 
                          京都大学附属図書館整理課長 鈴木 正武 
   ○書誌情報の標準化               千葉大学附属図書館事務部長 田邊  廣 
 
昭和５１年度（第２３回） 
 大学図書館改善要項の改訂をめぐる諸問題 
  ○「大学図書館改善」調査研究班報告          一橋大学附属図書館長 増淵 龍夫 
 
昭和５２年度（第２４回） 
 大学図書館の基本問題をめぐって 
  ○大学図書館基本問題特別委員会報告          東京大学附属図書館長 安藤 良雄 
  ○討論 
 
昭和５３年度（第２５回） 
 大学図書館の相互協力とネットワーク 
   ○大学図書館の相互協力とネットワークの将来          筑波大学教授 中山 和彦 
   ○海外における大学図書館の相互協力とネットワーク   図書館短期大学助教授 松村多美子 
 
昭和５４年度（第２６回） 
 大学図書館機械化実施上の諸問題          広島大学附属図書館事務部長 藤田 善一 
                           香川大学附属図書館事務長 西山  喬 
                        東京学芸大学附属図書館事務部長 宮武 正義 
                           滋賀医科大学附属図書館長 野崎 光洋 
 
昭和５５年度（第２７回） 
 全国的規模で展開する学術情報システムに、各大学内の図書館体制を如何に整合し、協力させ得る

か 
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  ○学術雑誌の学内集中管理             岡山大学附属図書館事務部長 本郷 太郎 
  ○外国雑誌拠点図書館の運営           大阪大学附属図書館事務部長 東  米吉 
   ○コンピューターの地域共同利用         九州大学附属図書館事務部長 沙藤 隆茂 
  ○図書館新営計画と学術情報システム   長岡技術科学大学附属図書館図書課長 及川三千男 
  ○まとめ                    東北大学附属図書館事務部長 長尾 公司 
 
昭和５６年度（第２８回） 
 大学図書館と学術情報システム －学内における情報システムの改善について－ 
  ○北海道大学の場合                  北海道大学附属図書館長 塩谷  饒 
  ○名古屋大学の場合                 名古屋大学附属図書館長 横越 英一 
  ○京都大学の場合                   京都大学附属図書館長 林  良平 
 
昭和５７年度（第２９回） 
 学術情報システムと大学図書館 
  ○筑波大学附属図書館における電算化の現状等について 
                         筑波大学図書館部学術情報課長 石川  亮 
  ○外国雑誌センター館として         東京工業大学附属図書館整理課長 浅野 次郎 
  ○情報化時代における大学図書館の未来像について        信州大学教授 中村 義作 
 
昭和５８年度（第３０回） 
 学術情報システムと地域の協力体制 
   ○九州大学の場合 －メンバーライブラリーとの接続を中心に－ 
                        九州大学附属図書館学術情報課長 前田 正三 
  ○名古屋大学の場合 －図書館業務電算処理システムの現状－ 
                       名古屋大学附属図書館学術情報課長 関   篤 
   ○京都大学の場合  －学内および地域の協力体制の取り組みについて－ 
                          京都大学附属図書館整理課長 坂東 瑞昭 
 
昭和５９年度（第３１回） 
 文献情報センターの設置に伴う各大学図書館の今後の業務のあり方について 
   ○東京大学文献情報センターの目録システム  －システム構築上の課題－ 
                         東京大学文献情報センター講師 安達  淳 
                         同       図書館専門員 永田 治樹 
  ○大阪大学附属図書館の場合 －文献情報センターの業務開始に対する 
   ＲＣ館としての今後の業務の進め方等について－ 
                        大阪大学附属図書館図書館専門員 伊藤 祐三 
  ○九州芸術工科大学附属図書館の場合 －文献情報センターの業務開始と 
   ＭＬ館の現状及び今後の業務の進め方について－  
                      九州芸術工科大学附属図書館運用係長 栗山  平 
 
昭和６０年度（第３２回） 
 学術情報システム運用のビジョンについて 
  ○学術情報システム運用のビジョン          神戸大学附属図書館長 大野喜久之輔 
  ○鳥瞰図と虫瞰図を持って              北海道大学附属図書館長 大野 公男 
  ○東京工業大学附属図書館の現状と計画について 
                        東京工業大学附属図書館整理課長 松浦  正 
  ○兵庫教育大学附属図書館業務電算化の概要  兵庫教育大学附属図書館図書課長 高橋  裕 

○情報処理センターを利用したシステム運用の現状と学術情報システム運用への対応 
広島大学附属図書館学術情報係長 板垣 護人 
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  ○文献情報センターシステムの運用      東京大学文献情報センター助教授 宮澤  彰 
 
昭和６１年度（第３３回） 
 情報化社会における大学図書館の役割 －大学図書館の公開について－ 
  ○図書館公開について                 山口大学附属図書館長 西村  久 
  ○情報化社会における大学図書館の役割 －大学図書館の公開－ 
                             筑波大学附属図書館長 升田 公三 
  ○「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中間報告－」を中心にして 
                        東京工業大学附属図書館整理課長 松浦  正 
  ○京都大学図書館群における「公開」       京都大学附属図書館整理課長 大埜 浩一 
 
昭和６２年度（第３４回） 
 今後における学術雑誌の収集と利用について 
   ○今後における学術雑誌の収集と利用 －工学系出身『一館長』の問題整理－ 
                             愛媛大学附属図書館長 曾山 義朗 
  ○今後における学術雑誌の収集と利用について   図書館情報大学附属図書館長 藤川 正信 
  ○外国雑誌の収集と利用  －医学・生物学系センター館の場合－ 
                          大阪大学附属図書館事務部長 浅野 次郎 

○今後における学術雑誌の収集と利用について  －人文社会科学系外国雑誌を中心にして 
一橋大学附属図書館整理課長 森   茜 

 
昭和６３年度（第３５回） 
 学内ＬＡＮと図書館の位置づけについて 
  ○大学における学内情報ネットワークの構築について     文部省学術調査官 安達  淳 
  ○学内ＬＡＮと図書館の位置づけ       京都大学附属図書館情報管理課長 木本 明男 
  ○東北大学総合情報ネットワークシステムと図書館情報処理システム 
                      東北大学附属図書館調査研究室研究員 石垣久四郎 
  ○学内ＬＡＮと図書館の位置づけ       熊本大学附属図書館情報管理課長 繰田 智晴 
 
平成元年度（第３６回） 
  大学図書館の国際交流 －第４回日米大学図書館会議を中心として－ 
  ○第４回日米大学図書館会議報告            東京大学附属図書館長 黒田 晴雄 
  ○視察先報告（第１班）             大阪大学附属図書館事務部長 坂東 瑞昭 
  ○視察先報告（第２班）         東北大学附属図書館情報サービス課長 鈴木 英夫 
 
平成２年度（第３７回） 
 大学図書館とニューメディア －ＣＤ－ＲＯＭを中心に－ 
  ○ＣＤ－ＲＯＭについて                  文部省学術調査官 橋爪 宏達 

○学内ネットワークを重点に     東京工業大学附属図書館情報サービス課長 黒澤 節男 
  ○利用者の反応分析も含めて         大阪大学附属図書館医学情報課長 福留 武士 
  ○当番地区から                    琉球大学附属図書館長 安冨祖忠信 
 
平成３年度（第３８回） 
 今後の望ましい図書館建築について 
  ○大学図書館の建築                  図書館情報大学助教授 植松 貞夫 
  ○図書館建築基準に関する特別委員会報告から      神戸大学附属図書館長 安川 克己 
  ○大阪大学生命科学図書館の事例            大阪大学附属図書館長 越田  豊 
  ○金沢大学附属図書館の新館について   金沢大学附属図書館情報サービス課長 内藤 英雄 
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平成４年度（第３９回） 
 ２１世紀に向けての保存図書館構想について 
  ○２１世紀に向けての保存図書館構想について －施設計画の視点から－ 
                                筑波大学助教授 冨江 伸治 
  ○利用者の立場から －古い原典をさがした記憶をもとに二・三感想を述べる－ 
                             神戸大学附属図書館長 安川 克己 
  ○図書館施設の現状と保存図書館への展望         筑波大学図書館部長 松浦  正 
  ○資料の劣化に対応した保存と保存図書館     九州大学附属図書館事務部長 近藤禧禔男 
 
平成５年度（第４０回） 
 大学図書館の活性化 －自己点検・自己評価とその活用－ 
 ○大学における自己点検・評価について －自己評価基準検討委員会で検討したこと－ 
                        大阪大学附属図書館情報管理課長 郡司 良夫 
 ○転換期の大学と新図書館の構想             愛媛大学附属図書館長 池田 忠生 
 ○大学図書館の自己点検・自己評価について     図書館情報大学附属図書館長 竹内  悊 
 
平成６年度（第４１回） 
 生涯学習の進展に対応した図書館サービスのあり方 
 ○誰のための生涯教育か －学習社会で大学の果たす役割－    放送大学助教授 岡崎 友典 
 ○生涯学習と名古屋大学         名古屋大学附属図書館情報サービス課長 前野 富雄 
 ○大学図書館の公開を支えるもの －地方大学の悩みと実践－  
                        愛媛大学附属図書館情報管理課長 阿部 雅機 
 ○大学図書館の一般公開 －琉球大学附属図書館の事例－ 
                        琉球大学附属図書館情報管理課長 末次  驍 
 
平成７年度（第４２回） 
 図書館活動における創意・工夫・研究成果等の事例発表 
 ○平成６年９月集中豪雨による図書館の浸水被害について 
                        大阪大学附属図書館医学情報課長 山中 康行 
 ○神戸大学附属図書館における震災の対応 －事例報告－  
                          神戸大学附属図書館事務部長 熊谷 俊夫 
 ○大学図書館高度情報化への一提言       宮崎医科大学附属図書館図書課長 福冨 正彦 
 ○沖縄関係資料のデータベース利用によるサービス拡大と新たな図書館活動の展開 
                 琉球大学附属図書館情報管理課システム管理係長 宮里  愿 
 ○外国雑誌目次データベース構築について 
                  長岡技術科学大学附属図書館図書課目録情報係 鈴木 俊明 
 ○東京大学附属図書館電算機システム専門委員会目録データ運用調整班の活動 
                     東京大学附属図書館情報管理課目録主任 秋山  紀 
 ○山梨県域ネットワークと大学図書館の将来   山梨大学附属図書館図書館専門員 宮澤 長雄 
 ○図書館自動貸出返却システムの稼働   
                島根医科大学附属図書館図書課情報管理係管理主任 大瀧 博久 
 ○大学図書館の公開と役割 －児童図書室の利用について－ 
                      鳴門教育大学附属図書館目録情報主任 吉田 敬治 
 
平成８年度（第４３回） 
 図書館活動における創意・工夫・研究成果等の事例発表 
 ○千葉大学附属図書館における「第三者評価」の実施について 
                      千葉大学附属図書館情報サービス課長 尾熊 克己 
 ○神戸大学附属図書館における阪神・淡路大震災関係資料の収集・公開・保存活動について 
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                      神戸大学附属図書館情報管理第一掛長 稲葉 洋子 
 ○ドキュメント・デリバリ・サービスの改善に向けて －東京工業大学附属図書館における取り組

み－ 
             東京工業大学附属図書館情報サービス課雑誌サービス掛長 尾城 孝一 
 ○マルチメディア・ライブラリーシステムの実験的取り組みについて 
                      長岡技術科学大学附属図書館図書課長 中野美智子 
 ○岡山大学附属図書館における学術情報基盤整備の１つの試み 
                  岡山大学附属図書館情報管理課システム管理係 大元 利彦 
 
平成９年度（第４４回） 
 図書館活動における創意・工夫・研究成果等の事例発表 
 ○大分医科大学附属図書館における無人入退館システムの運用例 
                    大分医科大学附属図書館情報サービス係長 遠藤  静 
 ○電子図書館データベース形成と情報発信 
  ―九州大学附属図書館における電子図書館化への取り組みについて― 
                 九州大学附属図書館情報システム課電子情報掛長 古賀 幸成 
 ○長岡技術科学大学附属図書館における情報ネットワークサービスについて 
                    長岡技術科学大学附属図書館目録情報係長 西脇 紀子 
 ○電子メールを利用した図書新着情報の提供 
               広島大学附属図書館情報サービス課情報システム係長 野村 正人 
 ○京都大学図書館における資料電子化の取り組みについて 
                   京都大学附属図書館情報管理課図書館専門員 片山  淳 
 ○筑波大学附属図書館における電子図書館への取組みについて 
                    筑波大学図書館部情報システム課課長補佐 田中 成直 
 
平成１０年度（第４５回） 
 大学図書館機能の新たな展開 
 ○北海道大学附属図書館における遡及入力事業について 
                       北海道大学附属図書館図書館専門員 菅原 英一 
 ○新目録所在情報システム対応自動所蔵登録クライアントシステム 
                 東京学芸大学附属図書館情報サービス課閲覧掛長 村田  輝 
 ○山口大学附属図書館における２４時間開館等の実施について 
                山口大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 赤野  徹 
 ○地域共同サーバによるデータベース共同利用実験 
                   熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係長 甲斐 重武 
 
平成１１年度（第４６回） 
 大学図書館機能の新たな展開 
 ○図書館職員による選書の効用 
                   茨城大学附属図書館情報管理課図書館専門員 大森 輝久 
 ○東京大学附属図書館での新しい情報提供の試み 
    －インターディスク、学術情報インデックス、ブックコンテンツ－ 
                    東京大学情報基盤センター図書館情報掛長 谷澤 滋生 
 ○徳島大学附属図書館貴重書デジタルアーカイブ －２１世紀の地域との連携への試み－ 
                 徳島大学附属図書館情報サービス課学術情報係長 岡田 恵子 
 ○米国への学術情報アクセスに関するニーズ調査結果について 
                北海道大学附属図書館情報サービス課参考調査掛長 畠山 輝敏 
 ○金沢大学附属図書館における総合科目の開設について 
                 金沢大学附属図書館情報サービス課参考調査係長 松原美重子 
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 ○琉球大学附属図書館における情報リテラシー教育 
                  琉球大学附属図書館情報サービス課電子情報掛 上原 恵美 
 ○情報リテラシー教育への図書館職員の参加 
                      新潟大学附属図書館情報管理課雑誌係 寺尾 清志 
 ○情報リテラシーに係わる授業「情報検索入門」への図書館職員の支援活動について 
                        京都大学工学部等総務課図書掛長 慈道佐代子 
 ○図書館職員と教官による共同研修 
    －九州大学附属図書館「ラテン語古刊本書誌作成研修会」－ 
                             九州大学法学部図書掛 渡邊由紀子 
平成１２年度（第４７回） 
 大学図書館機能の新たな展開 
 ○漱石文庫自筆資料の整理とデータベース化 
                   東北大学附属図書館情報管理課雑誌情報掛長 湯本 智子 
 ○大学情報公開と地域連携への取組み 
                        埼玉大学情報管理課図書館専門員 室橋  眞 
 ○長岡技術科学大学附属図書館と全国国立高等専門学校による電子ジャーナル利用のためのコンソ

ーシアム形成について 
                    長岡技術科学大学教務部図書課目録情報係 山田 秀子 
 ○新潟大学の利用者ガイダンス再編と情報リテラシー教育 
                     新潟大学附属図書館旭町分館相互利用係 斎藤 香織 
 ○広島大学「斯波文庫漢籍目録」編纂刊行・画像データベース公開 
                    広島大学附属図書館医学分館図書館専門員 吉田二美恵 
 ○図書館における電子出版活動 
    －大学（地域）における情報クリエイティブセンターを目指して－ 
               山口大学附属図書館情報サービス課情報サービス係長 岡田  隆 
 ○地域への情報発信から見えてきたもの 
    －図書館の公開講座・展示会・インターネット－ 

長崎大学附属図書館情報管理課図書館専門員 喜多 芳明 
 
平成１３年度（第４８回） 
 大学図書館機能の新たな展開 
 ○江戸後期史学関係総合データベースの開発について 

茨城大学附属図書館情報管理課図書情報係長 佐藤 尚武 
 ○大学図書館の地域社会への貢献 
                      三重大学情報サービス課参考調査係長 河谷 宗徳 
 ○奈良先端科学技術大学院大学附属図書館の著作権処理及び電子化の現状と課題 
            奈良先端科学技術大学院大学研究協力部学術情報課専門職員 奥田 正義 
 ○図書館統計データの公開と共有について 
                  山口大学附属図書館情報サービス課電子情報係 赤野  徹 
 
平成１４年度（第４９回） 
 大学図書館機能の新たな展開 
○データ・マイグレーション ―シームレスな検索システムを目指して― 

東北大学情報シナジーセンター学術情報支援掛長 日出  弘 
○コンソーシアム契約から見えてきたもの ―学会系出版のコンソーシアム契約を成立させて― 

長岡技術科学大学附属図書館高専支援グループ代表 深澤百合子 
○京都大学総合人間学部図書館の取り組み：パイロットプラン「読書案内」について 

京都大学総合人間学部図書館読書案内ワーキンググループ代表  松田 泰代 
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○愛媛大学附属図書館所蔵「西條誌稿本」CD-ROM 作成とインターネット公開 
愛媛大学附属図書館情報管理課図書館専門員 松本 秀毅 

○「幕末・明治期日本古写真超高精細画像データベース」の開発について 
長崎大学附属図書館情報管理課情報システム係長 宮脇 英俊 

 
平成１５年度（第５０回） 
 大学図書館機能の新たな展開 

○オリジナルスクリプトによる目録情報提供への取組み 
    ―多言語 OPAC の構築と全学プロジェクトへの支援― 

東京外国語大学附属図書館雑誌情報係 加藤さつき 
○教育情報案内パスファインダーの形成 

  ―東京学芸大学附属図書館における教育情報ポータルサイト E-TOPIA― 
東京学芸大学附属図書館情報管理課収書係長 村田  輝 

○「科学技術情報検索の実際」刊行について 
東京農工大学附属図書館小金井分館情報システム係長 沖  愛子 

○岡山県・岡山市との地域連携による池田家文庫絵図類デジタル化に関する事例報告 
岡山大学附属図書館情報サービス課電子情報係長 北條 充敏 

○IC タグと自動書庫の導入による図書館業務の自動化と省力化 
 ―九州大学附属図書館筑紫分館の導入事例― 

九州大学附属図書館情報システム課電子情報掛 服部 綾乃 
                               


