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私立大学図書館協会 ２０１７年度西地区部会総会 議事録 

 

開催日時 ２０１７（平成２９）年６月１６日（金） 

開催場所 帝塚山大学 奈良・東生駒キャンパス 6 号館 2 階 6201 教室 

      

<敬称略> 

事務連絡  

 開会に先立ち、当番校 帝塚山大学（岡田 亮二）から会場の案内等の説明があった。 

開会のことば  当番校   帝塚山大学図書館 課 長  屋山 俊幸 

開会の挨拶   当番校   帝塚山大学図書館 館 長  飛世 昭裕 

歓迎の挨拶   当番校   帝塚山大学  学 長  蓮花 一己 

挨    拶   部会長校 大阪工業大学図書館  館 長  益山 新樹        

 

配付資料確認  

 当番校 帝塚山大学（岡田 亮二）から配布資料の確認とスケジュールの説明があった。 

議長選出 

 議長として、当番校帝塚山大学図書館 館長 飛世 昭裕が選出された。 

役員校紹介  

大阪工業大学図書館（佐伯 慶子）から、次のとおり紹介があった。 

<2017年度役員校> 

東海地区理事校   愛知大学 

京都地区理事校      天理大学 

阪神地区理事校     神戸女子大学 

中国・四国地区理事校   広島修道大学 

九州地区理事校    九州国際大学 

監事校        福岡大学 

部会長校      大阪工業大学 

 

部会成立宣言 

 議長（飛世 昭裕）から、加盟校 259 校中出席校 91 校、欠席校 168 校、内委任状提出校

163 校で、出席校と委任状提出校の合計が 254 校となり、本協会会則第 29 条 4 項に則り、

部会総会が成立している旨宣言があった。 

（この後、遅れてこられた館があり、最終的には出席校 93校、欠席校 166校、内委任状提

出校 163校となった。） 
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報告事項 

１．2016年度西地区部会会務報告 

  前部会長校 福岡大学図書館（井口 紀子）から「総会資料」3～6 頁により報告があ

った。 

 

２．2016年度各地区協議会会務報告及び各地区研究会報告 

  前部会長校 福岡大学図書館（井口 紀子）から「総会資料」7～24頁により報告があ

った。なお、資料にはないが、東海地区協議会から 2016 年 9 月 1 日、2 日に「実務担当

者研修会」を名古屋女子大で開催し、28校から 62名の参加があった旨、報告を受けてい

ると追加報告があった。 

 

３．2016年度私立大学図書館協会会務報告 

  前部会長校 福岡大学図書館（井口 紀子）から「総会資料」25～44 頁により報告が

あった。 

 

４．2017年度協会役員校、委員会および協会関連団体等委員について 

前部会長校 福岡大学図書館（井口 紀子）から「総会資料」45～47 頁により報告が

あった。なお、協会関連団体のうち「総会資料」47 頁に記載の国際 ILL 検討タスクフォ

ースおよびＷｅｂサイト構築タスクフォースは 2017年 3月 31日をもって、活動を終了し

ているので、削除されたい旨説明があった。 

 

協議事項 

１．2016年度西地区部会決算（案）及び監査報告について 

  2016 年度決算（案）について、前年度部会長校 福岡大学図書館（井口 紀子）から

「総会資料」48～50 頁により報告があり、前年度監事校 立命館大学図書館（谷口 心

也）から監査報告があった。以上の報告について、異議なく承認された。 

 

２．2017年度西地区部会事業計画（案）について 

  2016 年度西地区部会事業計画（案）について、部会長校 大阪工業大学図書館（佐伯

慶子）から「総会資料」51頁により提案があった。 

  引き続き、2017 年度西地区部会研究会開催概要（案）について、研究会当番校西南学

院大学図書館（吉田 進）から「総会資料」51 頁により「今改めて図書館の防災を考え

る」をメインテーマとして開催するとの提案があった。 

  以上の提案について、異議なく承認された。 
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３．2017年度西地区部会予算（案）について 

2017 年度西地区部会予算（案）について、部会長校 大阪工業大学図書館（佐伯 慶

子）から「総会資料」52頁により提案があった。 

収入の部で、部会交付金は２０１７年度加盟予定校数２５８校で計上している。雑収入は預

金利息を計上。前年度繰越金は２０１６年度決算の次年度繰越金分を計上している。 

支出の部では、例年どおり必要な項目を設け、それぞれ適切な金額を算出して計上してい

る。地区協議会交付金では５地区に各８万円で計上。地区研究会交付金は２０１７年度加盟

予定校数２５８校で計上している。詳しい算出方法は配付資料注１のとおりである。地区研

究会幹事校交付金は５地区に各７万円で計上している。予備費の内訳は配付資料注２のとお

りである。 

以上の提案について、異議なく承認された。 

 

承合事項 

 なし 

 

確認事項 

  部会長校 大阪工業大学図書館（佐伯 慶子）から「総会資料」53～54頁により、以下

3項目について説明があり、確認した。 

 

１．2017・2018年度西地区部会役員校について 

（1）2017年度 

部会長校    大阪工業大学 

東海地区理事校    愛知大学 

京都地区理事校    天理大学  

阪神地区理事校    神戸女子大学 

中国四国地区理事校   広島修道大学 

九州地区理事校    九州国際大学 

監事校     福岡大学 

東海地区研究会幹事校   日本福祉大学 

京都地区研究会幹事校  京都学園大学 

阪神地区研究会幹事校   宝塚大学 

中国四国地区研究会幹事校   倉敷芸術科学大学 

九州地区研究会幹事校   長崎国際大学 

 

（２）2018年度 
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部会長校    大阪工業大学 

東海地区理事校    愛知大学 

京都地区理事校    天理大学  

阪神地区理事校    神戸女子大学 

中国四国地区理事校   広島修道大学 

九州地区理事校    九州国際大学 

監事校     福岡大学 

東海地区研究会幹事校   日本福祉大学 

京都地区研究会幹事校   京都女子大学 

阪神地区研究会幹事校   兵庫大学 

中国四国地区研究会幹事校   高松大学 

九州地区研究会幹事校  宮崎国際大学 

 

２．2017・2018年度西地区部会当番校について 

 （１）2017年度 

西地区部会総会   帝塚山大学  （京都地区） 

西地区部会研究会   西南学院大学   （九州地区） 

 

（２）2018年度 

西地区部会総会   南山大学  （東海地区） 

西地区部会研究会   四国大学・高松大学 （中国四国地区） 

 

３．2017年度西地区部会関連行事日程について 

部会長校 大阪工業大学図書館（佐伯 慶子）から「総会資料」54頁に基づき 2017年

度西地区部会関連行事日程の説明があり、確認した。 

 

４．その他 

  2018年西地区部会総会当番校 南山大学図書館長（森山 幹弘）から挨拶があった。 

 

閉会の挨拶  当番校 帝塚山大学図書館 館長 飛世 昭裕 

閉会のことば 当番校 帝塚山大学図書館 課長 屋山 俊幸 

総会終了   11：04 

 

昼 食   【図書館等見学を含む】]（  ～12：50） 

場 所   帝塚山大学 奈良・東生駒キャンパス 6号館 2階 6201教室 

施設見学  帝塚山大学図書館本館および業者展示ブース（6号館 1階） 
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講演 13：00～14：00 

場所 帝塚山大学 奈良・東生駒キャンパス 6号館 2階（6201教室） 

      演題 「ハイテクを用いたシルクロード都市の調査」 

講師  帝塚山大学 文学部文科創造学科 教授 宇野 隆夫 

 

見学 14：30～16：30 

   国立国会図書館関西館見学 

散会 17：05  

近鉄大和西大寺駅まで貸切バスを運行し、帰りの便宜を図った。 


