
年度 地区理事校

1959 (昭34) 名城大学

1960 (昭35) 愛知大学

1961 (昭36) 金城学院大学

1962 (昭37) 名古屋商科大学

1963 (昭38) 愛知学院大学

1964 (昭39) 椙山女学園大学

1965 (昭40) 南山大学

1966 (昭41) 日本福祉大学

1967 (昭42) 中京大学

1968 (昭43) 愛知工業大学

1969 (昭44) 中部工業大学

1970 (昭45) 名古屋学院大学

1971 (昭46) 大同工業大学

1972 (昭47) 同朋学園大学

1973 (昭48) 名城大学

1974 (昭49) 愛知大学

1975 (昭50) 中部工業大学 椙山女学園大学

当番校 前年度校 次年度校

1976 (昭51) 中部工業大学 愛知学院大学 椙山女学園大学 愛知工業大学  1)

1977 (昭52) 名古屋学院大学 愛知工業大学 愛知学院大学 金城学院大学  2)

学総目東海地区版
編集委員会幹事校

1978 (昭53) 名古屋学院大学 金城学院大学 愛知工業大学 大同工業大学  2)

1979 (昭54) 大同工業大学 金城学院大学 中京大学      3)

1980 (昭55) 中京大学 大同工業大学 中部工業大学  3) 名城大学

1981 (昭56) 中部工業大学 中京大学 名古屋学院大学

1982 (昭57) 名古屋学院大学 中部工業大学 名古屋芸術大学

1983 (昭58) 名古屋芸術大学 名古屋学院大学 名古屋女子大学

1984 (昭59) 名古屋女子大学 名古屋芸術大学 名古屋商科大学

1985 (昭60) 名古屋商科大学 名古屋女子大学 同朋学園大学

1986 (昭61) 同朋学園大学 名古屋商科大学 名古屋経済大学
機械化ワーキング
グループ幹事校

1987 (昭62) 名古屋経済大学 同朋学園大学 南山大学 金城・中京・中部

1988 (昭63) 南山大学 名古屋経済大学 日本福祉大学 金城・中京・中部
相互協力委員会
委員長校

1989(昭64・平元) 日本福祉大学 南山大学 名城大学 金城・中京・名学院

1990 (平 2) 名城大学 日本福祉大学 愛知大学 金城・中京

1991 (平 3) 愛知大学 名城大学 愛知医科大学

1992 (平 4) 愛知医科大学 愛知大学 愛知学院大学
機械化研究会（仮
称）準備委員会

機械化委員会
委員長校

1993 (平 5) 愛知学院大学 愛知医科大学 愛知工業大学

1994 (平 6) 愛知工業大学 愛知学院大学 愛知淑徳大学

1995 (平 7) 愛知淑徳大学 愛知工業大学 朝日大学

1996 (平 8) 朝日大学 愛知淑徳大学 岐阜経済大学

1997 (平 9) 岐阜経済大学 朝日大学 岐阜女子大学

1998 (平10) 岐阜女子大学 岐阜経済大学 金城学院大学
情報化委員会
委員長校

1999 (平11) 金城学院大学 岐阜女子大学 皇學館大学 中京大学

2000 (平12) 皇學館大学 金城学院大学 岐阜聖徳学園大学 中京大 6月より南山大

2001 (平13) 岐阜聖徳学園大学 皇學館大学 椙山女学園大学

2002 (平14) 椙山女学園大学 岐阜聖徳学園大学 大同工業大学

椙山女学園大学 中部大学

金城学院大学 南山大学 愛知大学

日本福祉大学 金城学院大学 日本福祉大学

愛知工業大学 椙山女学園大学 愛知工業大学

中部大学

名古屋学院大学 名古屋学院大学

愛知大学 愛知医科大学 愛知大学

南山大学 南山大学

中京大学 中京大学

愛知学院大学

中部大学

中京大学

名城大学

愛知学院大学

南山大学

名城大学

愛知大学 愛知大学

 東海地区協議会役員校一覧
研究会幹事校（運営委員校） その他委員長校・幹事校

名城大学

愛知大学

南山大学



当番校 前年度校 次年度校
情報化委員会
委員長校

相互協力委員会
委員長校

2003 (平15) 大同工業大学 椙山女学園大学 中京大学

2004 (平16) 中京大学 大同工業大学 東海女子大学

2005 (平17) 東海女子大学 中京大学 中部大学

2006 (平18) 中部大学 東海女子大学 中京女子大学

2007 (平19) 中京女子大学 中部大学 同朋学園大学

2008 (平20) 同朋学園大学 中京女子大学 豊田工業大学

委員長 主幹事 副幹事

2009 (平21) 豊田工業大学 同朋学園大学

2010 (平22) 豊橋創造大学 豊田工業大学

2011 (平23) 名古屋学院大学 豊橋創造大学

2012 (平24) 名古屋経済大学 名古屋学院大学

2013 (平25) 名古屋芸術大学 名古屋経済大学

2014 (平26)
名古屋外国語大学・
名古屋学芸大学

名古屋芸術大学

2015 (平27) 愛知大学    　4) 名古屋外国語大学・
名古屋学芸大学

2016 (平28) 名古屋女子大学 愛知大学

【注】

　1)1976年度より3分科会となり、愛知大学・名古屋学院大学も分科会運営委員を担当　

　2)1977年度・1978年度は名城大学・愛知大学も分科会運営委員を担当

　3)1979年度・1980年度は愛知大学も分科会運営委員を担当

　4)2015年度の『館灯』編集は名古屋女子大学が担当

【その他委員会等】

　1963　愛知地区加盟館定期刊行物リスト作製並編集委員会

　1961～1978まで「館灯」編集委員会開催　以後、研究会運営委員会内で協議

　1971　洋雑誌総合目録編集委員会

■「監事校」は前年度理事校が担当

■『館灯』編集は研究会幹事校（当番校）、2009年度から主幹事校が担当

■2002年度より図書館管理・運営実務責任者会議幹事校は理事校が担当

中京大学 中部大学

中部大学 名古屋学院大学

名古屋学院大学 愛知大学

愛知淑徳大学 名古屋女子大学

研究会委員長校・幹事校

名古屋外国語大学・
名古屋学芸大学

中京大学

南山大学 愛知大学 金城学院大学

図書館サービス・システム委員会委員長校

名城大学 金城学院大学

年度 地区理事校
研究会幹事校（運営委員校） その他委員長校・幹事校


