平成３０年度活動概要・取り組み日程
（＊）近畿イニシア加盟館に広報した行事

月

大学図書館近畿
イニシアティブ

近畿地区関係組織
（20 日）私立大学図書館協会西地区部会
春季京都地区協議会（メルパルク京都）
（20 日）私立大学図書館協会西地区部会
京都地区協議会第 1 回研究会（メルパル
ク京都）
（27 日）国立大学図書館協会近畿地区協
会総会（京都大学）

（22 日）第 2 回能力開発専門
委員会（大阪大学）

（9 日）私立大学図書館協会西地区部会
阪神地区協議会第１回運営委員会（神戸
女子大学）
（18 日）私立大学図書館協会西地区部会
阪神地区協議会第１回定期総会（神戸女
子大学）

（10 日）私立短期大学図書館協議会
理事会（林野会館）
（11 日）私立短期大学図書館協議会
全国総会（文化学園大学）
（14 日）国立大学図書館協会春季理
事会（東京大学）

＊（11 日）京都大学附属図書館研究開発
室セミナー「研究データ管理と大学図書
館」（京都大学）

（14 日）私立大学図書館協会西地区
部会第 1 回役員会（名古屋ガーデンパ
レス）
（15 日）公立大学協会図書館協議会
総会/第 1 回拡大役員会（ホテルライ
フォート札幌）
（15 日）日本図書館協会第 1 回代議
員総会（日本図書館協会）
（15 日）私立大学図書館協会西地区
部会総会（南山大学）
（14～15 日）国立大学図書館協会総
会（京王プラザホテル札幌）

（24 日～25 日）平成 30 年
度近畿イニシア初任者研修
（大阪大学）
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（4 日）第 1 回運営委員会
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全国会議･行事

（27 日）第 1 回能力開発専門
委員会（同志社大学）
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（＊＊）近畿イニシア後援・協賛行事

（7 月 2 日～13 日）大学図書館職員長
期研修（筑波大学）
（20 日）国公私立大学図書館協力委
員会（大阪府立大学）

（19 日）第 3 回能力開発専門
委員会（京都大学）
＊（20 日）第 27 回京都図書館大会「図
書館の可能性について 多様化する図書
館」（同志社大学）
（4 日）近畿地区国立大学法人等職員採
用図書系専門試験

（29 日）私立大学図書館協会第 1 回
東西合同役員会（龍谷大学）
（29 日～30 日）私立短期大学図書館
協議会全国研修会（北海道武蔵女子短
期大学）
（30 日～31 日）私立大学図書館協会
総会・研究大会（龍谷大学）「図書館
とデジタルアーカイブ」

（14 日）私立短期大学図書館協議会近畿
地区協議会研修会（高野山大学）

（14 日）私立大学図書館協会西地区
部会研究会（レグザムホール）「選書
の妙！ 図書館を支える蔵書構築」
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大学図書館近畿
イニシアティブ

（1 日～31 日）
（19 日）私立大学図書館協会西地区部会
平成 31 年度中級研修にかかる 秋季京都地区協議会（キャンパスプラザ
企画案を賛助会員に公募
京都）
＊（23 日）2018 年度日本医学図書館協会
近畿地区会 日本薬学図書館協議会近
畿・中四国・九州地区協議会 近畿病院図
書室協議会共催シンポジウム（関西医科
大学）
（23 日）私立大学図書館協会西地区部会
阪神地区協議会第 1 回研究会（兵庫大学）
＊（26 日）私立大学図書館協会西地区部
会京都地区協議会第 2 回研究会（奈良春
日野国際フォーラム）「拡大する大学の
使命と活動、その資料の記録と保存につ
いて」
（16 日）第 4 回能力開発専門
委員会（同志社大学）
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（2 日～5 日）大学図書館職員短期研
修（西地区：京都大学）
＊＊（19 日）国立大学図書館協会シ
ンポジウム「大学図書館デジタルアー
カイブの活用に向けて」
（神戸大学）
（19 日～20 日）全国図書館大会（国
立オリンピック記念青少年総合セン
ター）
（16 日～19 日）大学図書館職員短期
研修（東地区：国立情報学研究所）
（30 日～11 月 1 日）図書館総合展（パ
シフィコ横浜）

＊（21 日）第 29 回保存フォーラム（国
会図書館東京本館）

（10 日）第 5 回能力開発専門
委員会（阪南大学）
（8 日）私立大学図書館協会西地区部会 ＊（5 日～8 日）平成 30 年度図書館地
阪神地区協議会第 2 回運営委員会（神戸 区別研修(近畿地区)（奈良県産業会
女子大学）
館）
＊＊（13 日）国立大学図書館協会近畿地
区協会助成事業講演会「オープンサイエ
ンス時代の大学図書館」（京都大学）
（15 日）私立大学図書館協会西地区部会
阪神地区協議会第 2 回定期総会（神戸女
子大学）
＊（19 日）平成 30 年度大阪大学職員研
修「オープンサイエンスの基礎知識 大学
と研究データ」（大阪大学）
＊（19 日～3 月 3 日）平成 30 年度京都大
学図書館機構貴重書公開展示「韓国古文
献の世界」（京都大学）
（22 日）私立大学図書館協会西地区部会
阪神地区協議会第 2 回研究会（相愛大学）
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全国会議･行事

＊（7 日）平成 30 年度大阪大学職員研修 （12 日）国立大学図書館協会秋季理
「公立図書館と大学図書館の共通点と相 事会（京都大学）
違点」（大阪大学）
（30 日）公立大学協会図書館協議会
第 2 回拡大役員会
（札幌医科大学）
（14 日）公立大学協会図書館協議会近畿
地区協議会総会（神戸市看護大学）
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近畿地区関係組織

（6 日）第 2 回運営委員会
（同志社大学）

（1 日）私立大学図書館協会西地区部
会第 2 回役員会（名城大学）
（1 日）私立大学図書館協会第 2 回東
西合同役員会（名城大学）
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