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調査年月 調査年度 調査名称 調査対象 報告誌名

1959年 図書の選択、収集、更新について 公共
1967年 大学図書館の職員について 大学
1967年 目録カードの複製問題 図書館雑誌
1972年 1971年度 「図書の整理」に関する調査 公共，大学 現代の図書館11(2)
1973年 1972年度 身障者に対する図書館サービス 公共
1973年 1972年度 司書職制度についての調査 公共

1973年 1972年度
図書館学教育科目および担当者の調査に
ついて

大学
『図書館学教育担当
者名簿』

1975年 1974年度 館外貸出条件についての調査 公共 図書館雑誌70(10)
1975年 1974年度 図書の貸出冊数と期間について 大学 図書館雑誌70(6)
1976年 1975年度 身障者に対する図書館サービス 公共 図書館雑誌71(2)
1976年 1975年度 大学図書館で刊行されている出版物 大学 図書館雑誌72(2)
1977年 1976年度 司書職制度についての調査 公共 図書館雑誌72(1)
1977年 1976年度 PR資料、冊子目録 大学
1978年 1977年度 職員の勤務状況（条件）に関する調査 公共 図書館雑誌73(3)
1978年 1977年度 学生対象用図書の選書に関する調査 大学 図書館雑誌73(3)
1978年 1977年度 児童奉仕についての調査 公共 図書館雑誌73(2)
1979年 1978年度 公共図書館・職員に関する調査 公共 図書館雑誌75(6)

1980年 1979年度 出版流通に関する調査 公共、大学
「出版流通に関する
調査」報告書

1981年 1980年度 「図書の整理」に関する調査 公共、大学 現代の図書館20(2)

1982年 1981年度
青少年（ヤング・アドルト）サービスに関する
調査結果 １

公共 図書館雑誌77(2)

1982年 1981年度 図書以外の資料、雑誌の貸出状況 ２ 図書館雑誌77(5)
1983年 1982年度 公共図書館スタッフマニュアル 公共 現代の図書館22(2)

1984年 1983年度 図書館協議会について 公共
現代の図書館23(2)、
「図書館協議会につ
いて」報告書

1984年 1983年度 大学図書館スタッフマニュアルに関する調 大学 現代の図書館23(2)
1985年 1984年度 図書館業務の管理・運営・委託に関する調 公共、大学 報告書
1985年 1984年度 著作権法改正にかかわる図書館資料の利 公共、大学 報告書
1986年 1985年度 大学図書館職員の採用・異動に関する調 大学 現代の図書館25(3)

1987年 1986年度
公共図書館のｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑにもとづくﾈｯﾄ
ﾜｰｸ推進に関わる調査

公共 報告書

1987年 1986年度 利用指導実態調査 大学

1988年 1987年度
「日本の図書館における音楽芸能関係資
料とその利用」に関する調査

公共、大学

1988年 1987年度 多文化サービス実態調査状況 公共
現代の図書館27(2)､
27(4)

1989年 1988年度 図書の整理に関する調査 公共、大学 現代の図書館28(2)
1989年 1988年度 公共図書館の祝日・夜間開館に関する調 公共 報告書
1989年 1988年度 大学図書館職員実態調査 大学 現代の図書館28(4)
1991年 1990年 予約業務に関する実態調査 公共 報告書
1991年 1990年度 学校（図書館）との連携・協力に関する調査 公共 報告書
1992年 1991年度 青少年（ﾔﾝｸﾞ･ｱﾀﾞﾙﾄ)ｻｰﾋﾞｽに関する調査 公共 報告書
1992年 1991年度 大学と短大における利用指導実態調査 大学
1993年 1992年度 公共図書館のｺﾝﾋﾟｭｰﾀ利用調査 公共 報告書

1993年 1992年度
「公共図書館における視聴覚資料の収集と
利用」に関する調査

公共 報告書

1995年 1994年度 大学等図書館職員実態調査 大学 現代の図書館、報告

1996年 1995年度
「公共図書館の特別ｺﾚｸｼｮﾝ所蔵調査」に
ついて

公共 報告書

1996年 1995年度
「図書館における視聴覚資料の収集と利用
に関する実態」調査について

公共、大学 報告書

1997年 1996年度 「図書の整理」に関する調査 公共、大学 報告書
1997年 1996年度 <ﾐﾆ>図書館の国際交流について 公共 図書館雑誌（92.3）
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調査年月 調査年度 調査名称 調査対象 報告誌名

1997年 1996年度
<ﾐﾆ>利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの電子化につ
いて

大学 図書館雑誌（92.2）

1998年 1997年度
「図書館の利用の障害のある人々へのｻｰ
ﾋﾞｽ」について（１次）

公共 報告書、図書館雑誌

1998年 1997年度 多文化ｻｰﾋﾞｽ（１次） 公共 報告書、図書館雑誌
1999年 1998年度 児童ｻｰﾋﾞｽに関する調査 公共 報告書
1999年 1998年度 公共図書館のコンピュータ利用調査 公共 報告書
1999年 1998年度 条例、規則について 公共 図書館雑誌94(8)
1999年 1998年度 <ﾐﾆ>祝日開館の状況 公共 図書館雑誌93(12)
2000年 1999年度 職員についての調査 公共、大学 報告書
2000年 1999年度 非印刷媒体の資料について 公共、大学 報告書
2000年 1999年度 <ﾐﾆ>図書館運営への住民参加 公共 図書館雑誌94(4)
2001年 2000年度 <ﾐﾆ>自動貸出機について 公共、大学 図書館雑誌95(3)
2002年 2001年度 ヤングアダルト・サービス実態調査 公共 報告書
2002年 2001年度 <ﾐﾆ>多文化ｻｰﾋﾞｽについて 公共 図書館雑誌97(2)
2003年 2002年度 児童ｻｰﾋﾞｽに関する調査 公共 報告書
2003年 2002年度 大学図書館における利用教育の実態調査 大学 機関誌
2003年 2002年度 <ﾐﾆ>図書館の駐車場について 公共 図書館雑誌98(2)
2003年 2002年度 <ﾐﾆ>海外の図書館に対する協力について 大学 図書館雑誌98(1)
2004年 2003年度 著作権に関する調査 公共、大学 報告書

2005年 2004年度
図書館利用に障害のある人々へのサービ
ス全国調査

公共 報告書

2005年 2004年度 <ﾐﾆ>飲食の設備について 公共 図書館雑誌100（6）
2005年 2004年度 <ﾐﾆ>図書館資料の選書（選定）について 大学 図書館雑誌101（1）
2006年 2005年度 図書館の状況について 公共 報告書
2006年 2005年度 電子ジャーナルについて 大学 報告書
2007年 2006年度 <ミニ>予約について 公共 図書館雑誌102（1）
2008年 2007年度 図書の分類に関する調査 公共、大学 図書館雑誌104(3)
2009年 2008年度 公共図書館と大学図書館の連携について 公共、大学 図書館雑誌（予定）
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