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私立大学図書館協会 2016年度西地区部会総会次第 

 

日    時  2016年 6 月 17 日（金） 10：00～（受付 9：30） 

場    所  福山大学 1号館 1階 01101 大講義室 

       〒729-0292 広島県福山市学園町１番地三蔵 

 

開会のことば  当番校  福山大学附属図書館 事 務 長 桑田 成年 

   開会の挨拶   当番校  福山大学附属図書館 館  長 青木 美保 

   歓迎の挨拶   当番校  福山大学      学  長 松田 文子 

   挨   拶   部会長校 福岡大学図書館   館  長 有岡 律子 

   挨   拶   会長校  東洋大学図書館   館  長 齋藤   洋 

 

   議長選出 

   役員校紹介（2016年度）                          ＜福岡大学＞ 

 

   Ⅰ 報告事項 

    １．西地区部会会務報告                         ＜福岡大学＞ 

    ２．各地区協議会会務報告及び各地区協議会研究会報告           ＜福岡大学＞ 

    ３．私立大学図書館協会会務報告                     ＜東洋大学＞ 

    ４. 2016年度協会役員校、委員会及び関連団体委員             ＜東洋大学＞ 

５．その他 

   Ⅱ 協議事項 

    １．2015年度西地区部会決算（案）及び監査報告について    ＜福岡大学・立命館大学＞ 

    ２．2016年度西地区部会事業計画（案）について        ＜福岡大学・大阪産業大学＞ 

    ３．2016年度西地区部会予算（案）について                ＜福岡大学＞ 

    ４．その他 

   Ⅲ 承合事項 

  １.「入（退）館管理システム、自動貸出返却装置等の機器導入状況及び導入の 

     メリット・デメリット、その他の司書職務の代替の方策」   ＜川崎医療福祉大学＞ 

  ２.「ラーニングコモンズに関する規定について」          ＜園田学園女子大学＞ 

   Ⅳ 確認事項                               ＜福岡大学＞ 

    １．2016・2017年度西地区部会役員校について  

    ２．2016・2017年度西地区部会当番校について        

    ３．2016年度西地区部会関連行事日程について 

    ４．その他 

   Ⅴ その他 

     2017年度西地区部会総会当番校挨拶                  ＜帝塚山大学＞ 

閉会の挨拶  当番校 福山大学附属図書館 館  長 青木 美保 

閉会のことば 当番校 福山大学附属図書館 事 務 長 桑田 成年 
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昼   食  11：30～  

            場 所 福山大学 1号館 1階 01101 大講義室 

 

      施 設 見 学    12:00～12:50 

                    福山大学附属図書館 本館・分館、および業者展示ブース 

 

   講   演  13：00～14：00 

場 所 福山大学 1号館 1階 01101 大講義室 

演 題 「中世瀬戸内の港町「草戸千軒」について」 

講 師 佐藤 昭嗣（福山大学人間文化学部非常勤講師） 

 

見   学  14：20（貸切バスで大学を出発）～16：20 

鞆の浦見学（約 1時間見学後、貸切バスで福山駅まで移動） 

 

散   会  17：00 

          ＊JR福山駅まで貸切バスで移動します。（16:15 鞆の浦を出発、17:00頃 

           福山駅に到着予定）。 
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Ⅰ 報告事項 

１．2015年度西地区部会会務報告（2015年 4月～2016年 3月） 

（１）西地区部会加盟校について 

① 2015年度加盟校数（2015年 8月 27日総会承認） 

東海地区     49校 

京都地区     45校 

阪神地区     72校 

中国・四国地区  42校 

九州地区     54校 

合   計    262校 

② 2015年度新規加盟校 

   なし 

③ 2015年度脱退校 

羽衣国際大学学術情報センター     （阪神地区）  （2014年 10月 31日受理） 

聖トマス大学図書館          （阪神地区）  （2015年  2月  7日受理） 

四日市大学情報センター        （東海地区）  （2015年  2月 16日受理） 

四日市看護医療大学図書館       （東海地区）  （2015年  2月 16日受理） 

神戸夙川学院大学図書館        （阪神地区）  （2015年  2月 25日受理） 

④ 2015年度館名変更 

大阪青山大学図書館   → 大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部図書館 

愛知東邦大学図書館   → 愛知東邦大学学術情報センター 

鈴鹿国際大学附属図書館 → 鈴鹿大学附属図書館 

美作大学附属図書館   → 美作大学図書館 

京都学園大学学術情報センター（図書館） → 京都学園大学学術情報センター 

京都亀岡キャンパス図書館 

⑤ 分館情報 

＜分館設置＞ 

日本福祉大学付属図書館東海分館 

立命館大学図書館（ＯＩＣライブラリー） 

京都学園大学学術情報センター京都太秦キャンパス図書室 

   ＜分館廃止＞ 

立命館大学国際平和ミュージアム 

名古屋女子大学学術情報センター 天白分館 

⑥ 2016年度加盟申込校 

  なし 

⑦ 2016年度脱退届出校 

    山口東京理科大学図書館   （中国・四国地区） （2016年 2月 4日 受理） 

    成美大学メディアセンター  （京都地区）    （2016年 2月  8日 受理） 

    四国学院大学図書館     （中国・四国地区） （2016年 2月 23日 受理） 
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（２）総  会 

日  時：2015年 6月 12日（金） 

場  所：九州産業大学 1号館 

参加者数：76校  108名 

報告事項 

１．西地区部会会務報告 

２．各地区協議会会務報告および各地区研究会報告 

３．私立大学図書館協会会務報告 

４．2015年度協会役員校、委員会および関連団体委員 

５．その他 

協議事項 

１．2014年度西地区部会決算（案）および監査報告について 

２．2015年度西地区部会事業計画（案）について 

３．2015年度西地区部会予算（案）について 

４．その他 

承合事項 

１.「電子書籍の購入に伴う会計処理について」 

確認事項 

１．2015・2016年度西地区部会役員校について 

２．2015・2016年度西地区部会当番校について 

３．2015年度西地区部会関連行事日程について 

４．その他 

（３）役員会 

①第 1回役員会 

日  時：2015年 6月 11日（木） 

場  所：博多都ホテル 

参加者数：12校 25名 

報告事項 

１．西地区部会会務報告 

２．各地区協議会会務報告および各地区研究会報告 

３．私立大学図書館協会会務報告 

４．2015年度協会役員校、委員会および関連団体委員 

５．その他 

協議事項 

１．2014年度西地区部会決算（案）および監査報告について 

２．2015年度西地区部会事業計画（案）について 

３. 2015年度西地区部会予算（案）について 

４. その他 

承合事項 
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   １．「電子書籍の購入に伴う会計処理について」 

確認事項 

１. 2015・2016年度西地区部会役員校について 

２. 2015・2016年度西地区部会当番校について 

３. 2015年度西地区部会関連行事日程について 

４. その他 

 ②第 2回役員会 

日  時：2015年 9月 10日（木） 

場  所：椙山女学園大学図書館 

参加者数：11校 23名 

報告事項： 

１．2015年度西地区部会会務報告 

２．2015年度各地区協議会会務報告及び各地区協議会研究会報告 

３．2015年度私立大学図書館協会会務報告 

４．2015年度西地区部会研究会の開催運営について 

５．2016年度西地区部会研究会運営委員校について 

協議事項： 

１．2016年度西地区部会総会の運営（案）について 

２．2016年度西地区部会館長懇談会の実施（案）について 

③第 3回役員会 

日  時：2016年 3月 4日（金） 

  場  所：東京ガーデンパレス 

参加者数：9校 20名 

  報告事項： 

１．2015年度西地区部会会務報告  

２．2015年度予算執行状況報告 

３．2015年度各地区協議会会務報告および各地区協議会研究会報告 

４．2015年度私立大学図書館協会会務報告 

協議事項： 

１．2016年度西地区部会事業計画（案）および予算（案）について  

２．2016年度予算の暫定執行について 

３．2016年度西地区部会総会開催概要（案）について 

４．2016年度西地区部会研究会開催概要（案）について 

確認事項： 

１．2016・2017年度西地区部会役員校について 

２．2016・2017年度西地区部会当番校について 

３．2016年度西地区部会関連行事日程について 
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（３）館長懇談会 

  日  時：2015年 6月 11日（木） 

  場  所：博多都ホテル 

  参加者数：40校 54名 

（４）研究会、研究会運営委員会 

  ①2015年度研究会 

日  時：2015年 9月 11日（金） 

場  所：椙山女学園大学 文化情報学部メディア棟 

参加者数：100校 161名 

メインテ－マ：「学習環境としての図書館に必要な学修支援とは何か？」 

基調講演： 

「場所としての図書館・空間としての図書館：大学図書館の意義を再確認する」 

                         慶應義塾大学文学部教授  根本 彰 

研究発表： 

１.「大学図書館でいかにアクティブラーニングを深化させるか？」 

                         椙山女学園大学図書館 天野 由貴 

２.「薬学図書館からの情報提供」 

                            北陸大学図書館 田邊 良和 

３.「関西大学総合図書館ラーニング・コモンズについて」 

                            関西大学図書館 広瀬 雅子 

４.「英国の図書館における学習環境と利用者支援」 

                長崎外国語大学 教育研究メディアセンター 

                      マルチメディアライブラリー 羽田 有花 

② 2016年度研究会第１回運営委員会（メール会議での実施） 

日  時：2015年 10月 21日（水）～10月 26日（月） 

参加者数：部会研究会運営委員校 5校  

協議事項 

１．2016年度西地区部会研究会の運営について 

(1)開催日時および会場について 

(2)メインテーマについて 

(3)研究会の構成・時間配分について 

(4)基調講演者の人選・演題等について 

(5)研究発表者の人選について 

(6)参加費、業者展示ほか 
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２.2015年度各地区協議会会務報告及び各地区研究会報告（2015年 4月～2016年 3月） 

【東海地区協議会】 

（１）総  会 

日  時：2015年 5月 22日（金） 

場  所：名古屋学院大学 名古屋キャンパス 

参加者数：25校 35名 

報告事項 

１．2014年度東海地区協議会事業報告 

２．2014年度東海地区協議会研究会事業報告 

３．2014年度東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議報告 

４．2014年度協会会務報告 

（１）協会関係事項報告 

① 加盟校等および協会役員校、委員会および協会関連団体委員 

② 2014年度委員会報告 

ア. 協会賞審査委員会 

イ．研究助成委員会 

ウ．国際図書館協力委員会 

エ．協会ホームページ委員会 

③ 私立大学図書館協会 2015年度西地区部会総会および研究会について 

④ 第 76回（2015年度）私立大学図書館協会総会・研究大会について 

（２）協会関連事項報告 

審議事項 

１．2014年度東海地区協議会決算（案）および監査報告 

２．2015年度東海地区協議会役員校および委員校（案） 

３．2015年度東海地区協議会事業計画（案） 

４．2015年度東海地区協議会予算（案） 

５．2015年度東海地区協議会研究会事業計画ならびに予算（案） 

６．2015年度東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議事業計画ならびに 

予算（案） 

７．2015年度以降の東海地区協議会役員校および私立大学図書館協会理事校・役員 

校・当番校等について（案） 

（２）常任幹事会 

  ①第 1回常任幹事会 

日  時：2015年 4月 17日（金） 

場  所：名古屋学院大学 名古屋キャンパス 

参加者数：11校 16名 

議  題 

１．2015年度東海地区協議会総会について 

報告事項 

１．2014年度東海地区協議会事業報告 

２．2014年度東海地区協議会研究会事業報告 

３．2014年度東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議報告 
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４．2014年度協会会務報告 

（１）協会関係事項報告 

① 加盟校等および協会役員校、委員会および協会関連団体委員 

② 2014年度委員会報告 

ア. 協会賞審査委員会 

イ. 研究助成委員会 

ウ. 国際図書館協力委員会 

エ. 協会ホームページ委員会 

       ③ 私立大学図書館協会 2015年度西地区部会総会及び研究会について 

       ④ 第 76回（2015年度）私立大学図書館協会総会・研究大会について 

（２） 協会関連事項報告 

審議事項 

１．2014年度東海地区協議会決算（案）および監査報告 

２．2015年度東海地区協議会役員校および委員校（案） 

３．2015年度東海地区協議会事業計画（案） 

４．2015年度東海地区協議会予算（案） 

５．2015年度東海地区協議会研究会事業計画（案）ならびに予算（案） 

６．2015年度図書館管理・運営実務責任者会議事業計画（案）ならびに予算（案） 

７．2015年度以降の東海地区協議会役員校および私立大学図書館協会役員校・当番 

校について（案） 

   ②第 2回常任幹事会 

日  時：2015年 12月 11日（金） 

   場  所：名古屋学院大学 名古屋キャンパス 

      参加者数：10校 16名 

   報告事項 

    １．協会関係 

    ２．西地区部会関係 

    ３．委員会関係 

      ア. 協会賞審査委員会 

      イ. 研究助成委員会 

      ウ. 国際図書館協力委員会 

      エ. 協会ホームページ委員会 

    ４．東海地区協議会総会等 

    ５．東海地区協議会研究会 

    ６．東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議 

    ７．東海地区大学図書館協議会 

   審議事項 

    １．2016年度理事校・役員校等について 

    ２．2016年度以降の理事校・役員校等について 
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    ３．2016年度以降の東海地区大学図書館協議会役員校等について 

    ４．「館灯」今後の Web掲載およびデータ移行について  

   ③第 3回常任幹事会 

 日  時：2016年 3月 11日（金） 

場  所：名古屋学院大学さかえサテライト 

参加者数：9校 15名 

   報告事項 

    １．私立大学図書館協会、西地区部会関係 

     （１）第 2回東西合同役員会 

     （２）第 3回西地区部会役員会 

     （３）委員会報告 

       ア. 協会賞審査委員会 

       イ. 研究助成委員会 

       ウ. 国際図書館協力委員会 

       エ. 協会ホームページ委員会 

    ２．東海地区大学図書館協議会 

審議事項 

１．2015年度東海地区協議会事業報告および中間決算（案）について     

          ２．2015年度東海地区協議会研究会活動報告および決算（案）について    

          ３．2015年度東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議活動報告および 

決算（案）について   

          ４．2016年度東海地区協議会役員校および委員校について       

          ５．2016年度東海地区協議会事業計画（案）について      

          ６．2016年度東海地区協議会総会（案）について      

          ７．2016年度東海地区協議会予算（案）について       

          ８．2016年度東海地区協議会研究会事業計画および予算（案）について      

          ９．2016年度東海地区協議会図書館管理・運営実務責任者会議 

     事業計画および予算（案）について   

        １０．2016年度以降の理事校、役員校、当番校について   

        １１．今後の東海地区協議会の活動および役員校の役割等について     

        １２．「館灯」投稿、編集及び公開に係る申し合せ事項の改正について      

（３）図書館管理・運営実務責任者会議関係 

  ①第 1回運営委員会 

    日  時：2015年 4月 17日（金） 

場  所：名古屋学院大学 名古屋キャンパス 

参加者数：3校 3名 

議  題 

  １．図書館管理・運営実務責任者会議の運営について 

  ２．意見交換会について 

②図書館管理・運営実務責任者会議 
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日  時：2015年 5月 22日（金） 

場  所：名古屋学院大学 名古屋キャンパス 

参加者数：33校 47名 

内  容 

講  演 「大学図書館の現状と課題」 

                前東京大学附属図書館事務部長 関川 雅彦 

グループ情報交換 

（４）研究会関係 

  １)研究会運営委員会 

   ①第 1回運営委員会 

日  時：2015年 4月 14日（火） 

場  所：愛知大学 名古屋校舎  

参加者数：13校 17名 

協議事項 

１．2015年度運営委員について 

２．2015年度研究会事業および予算案について 

３．2015年度研究会について 

４．2015年度見学会について 

５．2015年度アンケートについて 

６．2015年度ウェブサイトについて 

②第 2回運営委員会 

日  時：2015年 6月 17日（水） 

場  所：愛知学院大学 日進キャンパス  

参加者数：13校 16名 

協議事項 

１．2015年度研究会について 

２．2015年度見学会について 

３．2015年度アンケートについて 

４．2015年度ウェブサイトについて 

５．2015年度『館灯』について 

   ③第 3回運営委員会 

    日  時：2015年 10月 5日（月） 

場  所：愛知大学 名古屋校舎 

参加者数：11校 15名 

協議事項 

１．2015年度見学会について 

２．2015年度第 2回研究会について 

３．2015年度アンケートについて 

４．2015年度ウェブサイトについて 

５．2015年度『館灯』について 
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   ④第 4回運営委員会   

日  時：2015年 10月 30日（金） 

場  所：日本福祉大学 東海キャンパス 

参加者数：12校 16名 

協議事項 

１．2015年度第 2回研究会について 

２．2015年度アンケートについて 

３．2015年度ウェブサイトについて 

４．2015年度『館灯』について 

   ⑤第 5回運営委員会 

日  時：2015年 12月 9日（水） 

    場  所：愛知大学 名古屋校舎 

参加者数：12校 16名 

    協議事項 

     １．2015年度第 2回研究会について 

     ２．2015年度見学会について 

     ３．2015年度アンケートについて 

     ４．2015年度東海地区協議会ホームページ関連業務について 

     ５．2015年度『館灯』について 

   ⑤第６回運営委員会 

日  時：2016年 2月 19日（金） 

    場  所：愛知大学 名古屋校舎 

参加者数：11校 15名 

    協議事項 

     １．2016年度事業計画について 

     ２．2016年度研究会について 

     ３．2016年度実務担当者研修会について 

     ４．2016年度『館灯』について 

     ６．2016年度ウェブサイトについて 

  ２)研究会   

  テ ー マ：つながる大学図書館を目指して 

   ①第 1回研究会 

日  時：2015年 7月 9日（木） 

場  所：愛知学院大学 日進キャンパス  

参加者数： 34校 68名 

講  演 

「学修支援における組織構築と教職協働－愛媛大学での経験から－」 

            愛媛大学 学長特別補佐 教育・学生支援機構 

副機構長・教育企画室長 小林 直人 
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事例報告①「学内連携への第一歩－図書館初年次ゼミの取組みについて－」 

                      皇學館大学附属図書館 井上 真美 

事例報告②「金城学院大学ラーニングコモンズ－図書館を中心とした連携を通して－」 

             金城学院大学学生支援部履修支援センター 長坂 知美 

事例報告③「ラーニング・コモンズと大学図書館－愛知学院大学図書館情報センター 

      ラーニング・コモンズ設置の経緯と現状－」 

                 愛知学院大学図書館情報センター 足立 祐輔 

図書館見学・ラーニングコモンズ見学 

②第 2回研究会 

日  時：2015年 11月 27日（金） 

  場  所：日本福祉大学 東海キャンパス 

 参加者数：26校 45名  

  内  容： 

講  演 「公共図書館長から見た大学図書館」 

                      和歌山大学附属図書館長 渡部 幹雄 

  見学報告 

  グループディスカッション 

   テーマ：「あなたの図書館でつながっているものは何？」 

③図書館見学会 

日  時：2015年 10月 23日（金） 

場  所：立命館大学 大阪いばらきキャンパス  

 関西学院大学 神戸三田キャンパス   

参加者数：27校 53名 

  ３)アンケート実施   

内  容：図書館経営管理実務（資料の会計処理等） 

実施期間：2015年 10月 9日（金）～10月 23日（金）  

回  答：44館   

結  果：『館灯』54号掲載 

４) 『館灯』54号発行（2016年 3月） 

編集担当：名古屋女子大学   

発行部数：200部 

 

【京都地区協議会】 

(１)協議会関係 

①春季京都地区協議会（第146回） 

日  時：2015年 5月 1日（金） 

場  所：キャンパスプラザ京都 

参加者数：33校 43名 

報告事項 
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    １．2014年度私立大学図書館協会会務報告 

    ２．2014年度西地区部会会務報告 

３．2014年度京都地区協議会会務報告 

    ４．2014年度決算報告 

    ５．京都地区協議会相互協力委員会活動報告 

    ６．京都地区協議会ホームページ運営委員会活動報告 

    ７．京都地区協議会研究会検討委員会活動報告 

    ８．大学図書館近畿イニシアティブの活動報告 

協議事項 

    １．2015年度京都地区協議会事業計画（案）について 

    ２．2015年度京都地区協議会予算（案）について 

    ３．京都地区協議会会則の改定について 

４．大学図書館近畿イニシアティブ委員校の選出方法について 

    ５．東日本大震災の被災大学図書館への協力支援の継続について 

確認事項 

    １．2015年度京都地区協議会加盟大学一覧について 

    ２．理事校、当番校、委員校等のローテーションについて 

②秋季京都地区協議会（第 147回） 

日  時：2015年 10月 15日（木） 

場  所：京都ノートルダム女子大学 

参加者数：33校 44名 

報告事項： 

１．2015年度私立大学図書館協会会務報告 

２．2015年度西地区部会会務報告 

３．2015年度京都地区協議会会務・理事校業務報告 

４．京都地区協議会相互協力委員会報告 

５．研究会検討委員会活動報告 

６．京都地区協議会ホームページ運用報告 

７．大学図書館近畿イニシアティブ運営委員会報告 

   協議事項： 

１．2016年度相互協力委員会委員校の選出について 

２．2016年度研究会検討委員会委員校の選出について 

３．2016年度ホームページ運用について  

４．2016年度大学図書館近畿イニシアティブ委員校の選出について  

５．京都地区協議会からの当番校の選出について  

確認事項： 

    １．2015年度京都地区協議会加盟大学図書館  

２．2015年度京都地区協議会活動分担金  

３．京都地区協議会理事校等選出基準(2009年度～2018年度）  
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４．「理事校等選出基準規程」による部会長校等該当校(2009年度～2018年度)  

５．京都地区協議会理事校等選出基準(2019年度～2028年度）  

６．「理事校等選出基準規程」による部会長校等該当校(2019年度～2028年度）  

７．2013年度～2015年度役員校・当番校等ローテーション表  

８．地区協議会グループ編成表・研究会担当校一覧  

９．大学図書館協会・西地区部会・京都地区協議会当番校等一覧  

（２）運営委員会 

①第 1回運営委員会 

 日  時：2015年 9月 3日（木） 

場  所：大谷大学 

参加者数：4校 6名 

議  題： 

１．2015年度秋季京都地区協議会（第 147回）について 

２．相互協力委員会活動報告について 

３．研究会検討委員会活動報告について 

４．大学図書館近畿イニシアティブの活動報告について 

５．その他 

（３）研究会関係 

 １）研究会検討委員会 

①第 1回研究会検討委員会 

   日  時：2015年 5月 1日（金） 

場  所：キャンパスプラザ京都 

参加者数：7校 10名 

議  題 

    １．2015年度第 1回研究会の実施について 

②第 2回研究会検討委員会 

日  時：2015年 7月 3日（金） 

場  所：京都産業大学中央図書館 

参加者数：6校 7名 

議  題 

    １．2015年度第 1回研究会最終打ち合わせ 

２．2015年度第 2回研究会について 

③第 3回研究会検討委員会 

日  時：2015年 9月 3日（木） 

場  所：大谷大学 

参加者数：7校 8名 

議  題： 

１.2015年度第 2回研究会の実施について 

２.その他 
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④第 4回研究会検討委員会 

  日  時：2015年 12月 4日（金） 

  場  所：キャンパスプラザ京都 

  参加者数：5校 7名 

  議  題： 

  １．2015年度第 2回研究会最終報告 

  ２．2016年度研究会について 

    ３.その他 

  ２)研究会 

 ①第１回研究会 

日  時：2015年 7月 3日（金） 

場  所：京都産業大学中央図書館  

テ ー マ：「大学図書館と学修支援」 

参加者数：（京都地区）29大学 45名 

        （阪神地区）10大学 11名 

   講  演 

「学習支援に生き残りの途を探る －大学図書館の（員）のひとつの未来」 

              同志社大学 学習支援・教育開発センター事務長 井上 真琴 

    グループ・ディスカッション、発表 

    閉会後、希望者による図書館見学、雄飛館ラーニングコモンズ見学 

②第 2回研究会 

日  時：2015年 10月 15日（木） 

場  所：京都府立植物園 

参加者数：24校 31名 

テ ー マ：植物園の改革に学ぶ 

内   容： 

１．講演「京都府立植物園の 92年 ～伝えたい舞台裏～」 

京都府立大学大学院客員教授・京都府立植物園名誉園長 

                                   松 谷   茂 

 ２. 京都府立植物園内見学（解説：松谷氏） 

 

【阪神地区協議会】 

(１)総 会 

 ①第 1回定期総会 

日  時：2015年 5月 22日（金） 

場  所：甲南女子大学 9号館 1階 911教室 

参加者数：44校 52名 

講  演 
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演題 『視覚文化のリテラシー入門－写真、広告、イメージ』 

 甲南女子大学 メディア表現学科教授  馬場 伸彦 

総  会 

報告事項 

１．阪神地区協議会報告 

２．西地区部会会務報告 

３．協会関係事項報告 

４．協会関連事項報告 

協議事項 

１．2014年度決算（案）および同監査報告について 

２．2015年度事業計画（案）および 2015年度予算（案）について 

３．その他 

確認事項 

１．2015年度以降の阪神地区協議会役員校・担当者について 

２．2015年度第 2回定期総会議長校について 

３．その他 

   ②第 2回定期総会 

    日  時：2016年 2月 26日（金） 

場  所：甲南女子大学 

参加者数：47校 57名    

講  演：「美女と美男の物語」 

甲南女子大学 日本語日本文化学科教授 米田 明美 

報告事項： 

１．阪神地区協議会報告 

２．西地区部会会務報告 

３．協会関係事項報告 

承合事項： 

 平安女学院大学提出 

 １．除籍図書の原簿抹消作業について 

 ２．相互利用の料金について 

 ３．紀要類の文献複写依頼について 

確認事項： 

１．2016年度～2017年度阪神地区協議会研究会幹事校について 

２．2016年度以降の阪神地区協議会役員校について 

３．2016年度以降の大学図書館近畿イニシアティブ委員について 

その他： 

１．「役員校輪番制確定基礎資料」調査について 

（２）運営委員会 

①第 1回運営委員会 
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日  時：2015年 4月 24日（金） 

場  所：甲南女子大学 図書館 

参加者数：7校 8名  

確認事項 

１．2015年度阪神地区協議会役員校・担当者について 

２．2015年度第 1回阪神地区協議会定期総会議長の選出について 

３．2015年度第 1回阪神地区協議会定期総会について  

４．2015年度第 2回阪神地区協議会定期総会議長校について 

協議事項  

１．2014年度決算報告書（案）について 

２．阪神地区協議会研究会繰越金について 

３．2015年度事業計画案および予算案について 

４．2015年度阪神地区協議会年会費について 

②第 2回運営委員会 

    日  時：2015年 11月 26日（木） 

場  所：甲南女子大学 図書館 

参加者数：6校 7名 

確認事項 

１．2015年度第 1回研究会報告について 

２．2015年度相互利用担当者連絡会報告について 

３．2015年度第 2回研究会について 

４．2016年度西地区部会研究会について 

５．2015年度後半スケジュールについて 

協議事項 

１．2016年度阪神地区協議会会費について 

２．阪神地区協議会プロジェクトについて 

３．阪神地区共通閲覧について 

４．私立大学図書館協会阪神地区協議会メーリングリストの運用について 

５．阪神地区協議会加盟館名簿について 

   ③第 3回運営委員会 

    日  時：2016年 2月 2 日（火） 

場  所：甲南女子大学  

参加者数：6校 7名 

確認事項 

１．2015年度第 2回阪神地区協議会定期総会の議長選出について 

２．2015年度第 2回阪神地区協議会定期総会の運営について 

３．2016年度以降の阪神地区協議会役員校輪番一覧・定期総会議長校ローテーション表 

４．「役員校輪番制確定基礎資料」調査について 

協議事項 
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 １．私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会細則の改定について 

 ２．研究会内規の作成について 

３．学習支援プロジェクトについて 

 (３)研究会関係 

①第 1回研究会 

日  時：2015年 9月 4日（金）  

場  所：梅花女子大学 山草館（F棟）601教室 

参加者数：26校 33名 

テ ー マ：「今、あらためて大学図書館職員の働き甲斐を問う」 

講  演： 

「大学図書館職員の栄光と苦悩－内面を支える秘かな愉しみ－」 

                           図書館サービス計画研究所 代表   仁上 幸治 

 質疑応答・経験交流会・講師コメント 

②第 2回研究会 

日  時：2016年 2月 19日（金）  

場  所：兵庫医療大学 M棟 4階 M487 会議室 

 参加者数：44校  55名  

 テ ー マ：「図書館ガイダンスの工夫と実際」 

 内  容： 

講  演 「初年次教育における図書館の役割」 

       兵庫医療大学 共通教育センター教授 紀平 知樹 

 グループワーク 

グループ発表 

（４）研修会 

①第 7回学習支援プロジェクト研修会 

日  時：2015年 5月 30日（土） 

場  所：武庫川女子大学附属図書館 

テ ー マ：「大学図書館と出版社の現場から」 

参加者数：21校 228名 

プログラム： 

＜第 1部＞ポスター発表 

大阪芸術大学図書館 

京都産業大学図書館 

近畿大学中央図書館 

神戸女学院大学図書館 

武庫川女子大学附属図書館 

桃山学院大学附属図書館 

立命館大学図書館 

＜第 2部＞  パネルディスカッション 
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 「本はどのように作られ、そして読者へ届くのか～出版社の現場：企画から営業・販売まで」 

   司  会： 橋元 博樹（東京大学出版会） 

   パネラー： 永沼 浩一（岩波書店 新書編集部） 

              栗原 一樹（青土社『現代思想』編集長） 

              田﨑 洋幸（みすず書房 取締役営業部長） 

②第 8回学習支援プロジェクト研修会                     

日  時：2015年 11月 25日（水）・26日（木） 

場  所：新潟市立中央図書館、新潟大学附属図書館 

参加者数：4校 9名   

＜11/25（水）＞ 

１．ほんぽーと新潟市立中央図書館における図書館サービスの取組み 

説明： 企画管理課課長補佐 小林 巧  

２．ほんぽーと新潟市立中央図書館・施設見学 

説明： サービス課係長   川崎 惠  

＜11/26（木）＞ 

１．新潟大学附属図書館・施設見学 

説明：  学術情報サービス課係長 樋浦 真弓  

２．新潟大学 FL-SALC（外国語自律学習支援室）の取組み 

説明：  教育研究院准教授 平野 幸彦  

教育・学生支援機構特任助教 奥村 圭子  

（５）相互利用担当者連絡会 

①阪神地区相互利用担当者連絡会 

日  時：2015年 9月 15日（火）   

場  所：大阪経済法科大学 八尾駅前キャンパス  

参加者数：57校 62名 

連絡事項： 

 １．相互利用担当者紹介について 

２．2014年度相互利用件数について 

３．不要の雑誌（重複雑誌）の紹介 

承合事項： 

１．近畿大学中央図書館 

２．相愛大学図書館 

３．関西大学図書館 

情報交換会（班別）： 

 １．承合事項の質問内容について 

２．相互利用の PR方法について（学生・教員向けの PR方法） 

 ３．複写・貸借でトラブルになった際の解決方法について 

 ４．個人研究図書（教員）の所蔵点検作業について 

八尾駅前キャンパス図書館見学 
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【中国・四国地区協議会】 

（１）総  会 

日  時：2015年 4月 17日（金）  

場  所：サンポートホール高松  

参加者数：28校 42名 

報告事項 

１．中国・四国地区関係 

(１) 2014年度中国・四国地区協議会会務報告 

２．西地区関係 

(１) 2014年度西地区部会会務報告 

(２) 2014年度西地区部会予算執行状況報告  

(３) 2015年度西地区部会総会および研究会（案） 

(４) 2015年度西地区部会予算（案） 

(５) 2015年度西地区部会関連行事日程（予定） 

(６) 2015年度西地区部会役員校 

(７) 2015・2016年度西地区部会当番校 

３．私立大学図書館協会関係 

(１) 2014年度私立大学図書館協会会務報告 

(２) 委員会報告 

(３) 2015年度事業計画（案） 

(４) 2015年度私立大学図書館協会役員校 

協議事項 

１．2015年度（第 45回）私立大学図書館協会中国・四国地区研究会について 

２．2015年度私立大学図書館協会西地区部会中国・四国地区協議会予算書（案）に 

ついて 

３．2016年度私立大学図書館協会中国・四国地区研究発表校について 

確認事項 

１．2015・2016年度私立大学図書館協会役員校・当番校（中国・四国地区関係） 

２．2017・2018年度中国・四国地区協議会研究会幹事校 

３．2015年度（第 45回）中国・四国地区研究会発表校 

４．2015年度西地区部会研究会研究発表（中国・四国地区関係） 

施設見学  

香川大学図書館 

（２）研究会 

①第 45回研究会 

日  時：2015年 9月 3日(木) ～9月 4日(金) 

場  所：徳島文理大学 図書館 3F AVホール 

参加者数：26校 38名 

当 番 校：徳島文理大学図書館 
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第 1日目(9月 3日) 

１. 講演 

｢学校図書館のプロを育てる大学図書館との連携協働｣ 

香川大学教育学部准教授 松下 幸司 

２. 研究発表 

｢学生と共に成長を続ける IPU図書館｣ 

環太平洋大学図書館  奈良 裕子 

｢電子ブックの導入事例」 

広島経済大学図書館  栗原 ますみ 

｢本学図書館における延滞督促の現状｣ 

徳島文理大学図書館  白井 絵実 

代読  森 健太 

第 2日目(9月 4日) 

１. 講演 

｢外国人と四国遍路の歴史｣ 

徳島文理大学講師 モートン 常慈 

２. 研究討議 

  ①図書館内での飲食について 

 ②業務委託(アウトソーシング)について 

    ③休学中の学生の図書館の利用について 

３. 施設見学 徳島文理大学図書館 

 

【九州地区協議会】 

（１）総  会 

日  時：2015年 4月 16日（木） 

場  所：ニューウェルシティ宮崎 

参加者数：39校 61名  

当 番 校：鹿児島純心女子大学附属図書館 

報告事項 

１．九州地区協議会関係 

① 2014年度九州地区協議会および決算報告 

② 第 1回定例幹事会 

③ 2014年度九州地区研究会および決算報告 

④ 研究会準備委員会 

⑤ 第 2回定例幹事会 

２．九州地区大学図書館協議会関係 

① 九州地区大学図書館協議会総会 

３．西地区部会関係 

① 2014年度西地区部会会務報告 
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② 2015年度西地区部会事業計画（案）および予算（案） 

③ 2015年度予算の暫定執行 

④ 2015年度西地区部会総会開催概要（案） 

⑤ 2015年度西地区部会研究会開催概要（案） 

⑥ 西地区部会関連 2015年度予定表 

⑦ 役員校・当番校等一覧 

４．私立大学図書館協会関係 

① 2014年度協会会務報告 

② 2014年度協会賞審査委員会・研究助成委員会報告 

③ 国際図書館協力委員会報告 

④ 協会ホームページ委員会報告 

⑤ 協会関連事項報告 

⑥ 次期役員校、総会当番校の選出について 

⑦ 第 76回総会・研究大会の開催 

⑧ 行事・会議予定 

協議事項 

１．九州地区協議会関係 

① 九州地区協議会研究会について 

② 会費の徴収について 

２．九州地区大学図書館協議会関係 

① 2015年度九州地区大学図書館協議会の役員校について 

確認事項 

１．九州地区協議会ＨＰおよびＭＬの運用について 

２．外国新聞分担保存について 

３．九州地区協議会役員校等ローテーション表（2015年度版）の解説 

４．九州地区協議会年度別幹事校 

５．本会関係行事・会議等スケジュール 

その他 

１．2015年度の当番校・幹事校・役員校等の紹介 

講  演 

「教育の質向上へ貢献する大学図書館：教育工学からの示唆」 

九州大学基幹教育院  山田 政寛 

（２）幹事会 

①第 1回定例幹事会 

日  時：2015年 6月 5日（金） 

場  所：西南女学院大学図書館 

参加者数：6校 8名 

協議事項 

１．2015年度九州地区研究会企画（案）について 
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２．2015年度九州地区研究会予算（案）について 

３．次年度の協議会（総会）での講演について 

確認事項 

１．九州地区協議会年度別幹事校について 

２．九州地区協議会役員校等ローテーション表について 

    ３．2016年度からの九州地区協議会年会費の徴収通知について 

    ４．次年度の九州地区大学図書館協議会総会当番校について 

②第2回定例幹事会 

    日  時：2015年 12月 4日（金） 

    場  所：福岡工業大学   

参加者数：7校 11名 

当 番 校：福岡工業大学 

協議事項 

１．2015年度九州地区協議会総会の報告について 

２．2015年度九州地区協議会・研究会の会計報告について 

３．2016年度九州地区協議会総会の実施計画（案）について 

４．西地区部会 2016年度研究会研究発表者の推薦について 

５．2016年度九州地区大学図書館協議会の私立大学部会の表彰委員館・編集委員館 

の選出について 

６．2016年度からの九州地区協議会年会費の徴収方法について 

確認事項 

 １．本会関係の次年度以降の役員校・当番校について 

 ２．2016年度九州地区協議会（総会）の講演について 

 ３．その他 

（３）研究会関係 

① 2015年度研究会 

日  時：2015年 9月 4日（金）  

場  所：西南女学院大学 6号館  

参加者数：32校 55名 

当 番 校：西南女学院大学 

テ ー マ：今、図書館にもとめられるもの 

内  容： 

１. 講演 

「The Last Castrato」 

西南女学院大学教授 甲斐 達男 

２. 昼食・図書館見学 

３. 事例発表 

「小規模大学と小規模図書館の学修支援活動」 

                熊本保健科学大学附属図書館司書 山﨑 栄子 
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４. 事例発表 

「中高・大学教職員協働による英語教育の学習支援」 

                    福岡女学院大学図書館司書 小野 未来子 

５．事例発表 

「学修支援活動の実践～西南女学院大学図書館の文献検索ガイダンス」 

                  西南女学院大学図書館書記 石兼 富子 

６．事例発表 

「本学図書館の取り組みと今後の課題」 

別府大学附属図書館事務部次長 吉岡 義信 

②研究会準備委員会 

日  時：2015年 11月 6日（金）  

場  所：沖縄大学 本館  

参加者数：7校 10名 

当 番 校：沖縄大学 

協議事項 

１．2015年度九州地区研究会について 

 ・研究会開催記録 

 ・研究会会計報告（仮） 

２．2016年度九州地区研究会について 

 ・研究会開催（案） 

３．その他 

（４）九州地区外国新聞分担保存運営委員会 

日  時：2015年 11月 6日（金）  

場  所：西南学院大学図書館  

参加者数：4校 4名 

当 番 校：久留米大学 

協議事項： 

１．外国新聞分担保存変更点について 

・所蔵リストの追加及び変更等について 

２．次期幹事館について 

  ３．その他 
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３.2015 年度 協会関係報告（2015 年 4 月-2016 年 3月） 

 

協会会務報告 

 

（１）加盟校について 

① 2015年度加盟校数（2015年 4月 1日付、2015年 8月 27日総会承認） 

東地区 269校 

西地区 262校 

合 計 531校 

 

② 2015年度新規加盟校 

 東地区 

宝塚大学（東京新宿キャンパス）    (2015年 2月  6日受理) 

西地区 

   なし 

 

③ 2015年度脱退校 

東地区  

大宮法科大学院大学図書館 (2015年 3月 31日受理) 

西地区  

羽衣国際大学学術情報センター (2014年 10月 31日受理) 

聖トマス大学図書館  (2015年 2月  7日受理) 

四日市大学情報センター (2015年 2月 16日受理) 

四日市看護医療大学図書館 (2015年 2月 16日受理) 

神戸夙川学院大学図書館 (2015年 2月 25日受理) 

 

④ 館名変更 

東地区 

 玉川大学図書館     → 玉川大学教育学術情報図書館 

 日本橋学館大学図書館  → 開智国際大学図書館 

 東京純心女子大学図書館 → 東京純心大学図書館 

北海道薬科大学図書館・医薬情報センター  

→ 北海道薬科大学図書館 

帝京平成大学メディアライブラリーセンター 

           → 帝京平成大学池袋キャンパスメディアライブラリーセンター 

 平成国際大学附属図書館 → 平成国際大学図書館 

 武蔵野音楽大学図書館江古田キャンパス   

→ 武蔵野音楽大学図書館 
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西地区 

  大阪青山大学図書館   → 大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部図書館 

 愛知東邦大学図書館   → 愛知東邦大学 学術情報センター 

鈴鹿国際大学附属図書館 → 鈴鹿大学附属図書館 

美作大学附属図書館    → 美作大学図書館 

京都学園大学学術情報センター（図書館） → 京都学園大学学術情報センター 

京都亀岡キャンパス図書館 

 

（２）第 76回（2015年度）総会・研究大会 

① 総会 

日  時：2015年 8月 27日（木） 

場  所：明治学院大学 横浜キャンパス 

報告事項 

１．2014年度協会会務報告 

２．2014年度委員会報告 

３．2014年度協会関連事項報告 

４．2015年度協会役員校、委員会および協会関連団体委員 

協議事項 

１．2014年度一般会計・特別会計決算報告（案） 

２．2015年度事業計画（案） 

３．2015年度一般会計・特別会計予算（案） 

４．2015年度新規加盟校および脱退校（案） 

記念講演 

「本を読むこと、本に学ぶこと」 

小説家、比較文学者 立教大学准教授  小野 正嗣 

 

② 研究大会 

日  時：2015年 8月 28日（金） 

場  所：明治学院大学 横浜キャンパス 

日  程 

１．2014年度海外集合研修報告 

関西学院大学図書館 魚住 英子 

同志社大学図書館   山本 祐実 

関西大学図書館   嶋田 有理香 

２．2014年度研究助成発表（１） 

「教職協働で作る学修支援  －ビブリオバトルの手法を活用したグループワークと 

読書ノートの構築－」 

九州国際大学図書館  坂田 絵里奈・増田 恵次郎 

３．2014年度研究助成発表（２） 

「高精細画像公開のためのオープンソースによるプログラム開発」 
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明治大学図書館  角 祐二郎・梅田 順一 

４．2014年度研究助成発表（３） 

「1920年代ドイツ、ベルリンの左翼系出版社『マリク書房』の実態に関する基礎研究」 

武蔵野美術大学 美術館・図書館  本庄 美千代 

５．講演（１） 

「学修の場としての図書館 ～大学図書館のこれからを再考する～」 

東京外国語大学 学術情報課長    茂出木 理子  

６．講演（２） 

「大学生、常識の壁をぶち壊せ！」 

パワープレイス株式会社 常務取締役  濱村 道治 

 

（３）東西合同役員会 

① 第 1 回東西合同役員会 

日  時：2015年 8月 26日（水） 

場  所：明治学院大学 横浜キャンパス 

報告事項（2015年 4～7月） 

１．協会会務報告 

２．東地区部会会務報告 

３．西地区部会会務報告 

４．委員会報告 

５．協会関連事項報告 

６．2015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 

７．2015年度行事・会議予定 

８．第 76回（2015年度）総会・研究大会の受付状況等について 

協議事項 

１．2014年度一般会計・特別会計決算報告（案） 

２．2015年度事業計画（案） 

３．2015年度一般会計・特別会計予算（案） 

４．2015年度新規加盟校および脱退校（案）） 

５．国際図書館協力委員会 

（１）2015年度の海外集合研修について 

（２）2015年度の国際図書館協力基金の支援依頼について 

６．第 77回（2016年度）総会・研究大会について 

７．協会関連団体委員の推薦について 

（１）「国際 ILL検討タスクフォース」委員の推薦 

（２）「Webサイト構築タスクフォース」委員の推薦 

懇談事項 

１．国公私立大学図書館協力委員会の協力費について 

２．機関リポジトリ新協議会の設立に向けて 
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３．第 76回（2015年度）総会・研究大会について 

 

② 第 2回東西合同役員会 

日  時：2016年 3月 4日（金） 

場  所：東京ガーデンパレス 

報告事項：（2015 年 8月～2016年 2月） 

１．協会会務報告  

２．東地区部会会務報告  

３．西地区部会会務報告  

４．委員会報告 

       ５．協会関連事項報告  

     ６．2015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 

７．2016年度行事・会議予定  

協議事項 

１．2015年度一般会計・特別会計支出状況ならびに決算見込みについて  

２．2016年度事業計画（案） 

３．2016年度一般会計・特別会計予算（案） 

４．第 77回（2016年度）総会・研究大会について 

５．2015年度協会賞について 

６．2016年度研究助成について 

７．ITアドバイザーの募集について 

８. 研修会・講演会等の開催に伴う補助制度について      

９．私立大学図書館協会総会議長の委嘱方法について 

１０．「委員会活動費」運用内規について  

懇談事項 

１．次期役員校、総会当番校、委員会委員等の選出および東西地区部会総会日程について 

２．2015年度ホームページ委員会への検討事項について 

３．NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（基本方針案の要点） 

                     これからの学術情報システム構築検討委員会 

４．機関リポジトリ新協議会（仮称）設立について 

５．総会・研究大会における意見交換会来賓挨拶について 

６．東西両地区部会への部会交付金の暫定振込みについて                   

 

（４）常任幹事会 

① 第 1回常任幹事会 

日  時：2015年 4月 10日（金） 

場  所：東洋大学白山キャンパス 甫水会館 4 階特別会議室 

報告事項（2015年 3月～4月 9日） 

１．協会会務報告 
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２．2015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 

３．2015年度行事・会議予定 

協議事項 

１．2014年度一般会計・特別会計決算報告（案）について 

２．2015年度事業計画（案）について 

３．2015年度一般会計・特別会計予算（案）について 

４．第 76回（2015年度）総会・研究大会について 

５．その他 

1）ISOプロトコル変更に対する NACSIS-ILLの対応について 

 2）地区協議会の役員会活動費支給拡大の要望について 

       

② 第 2 回常任幹事会 

日  時：2015年 12月 4日（金） 

場  所：福岡大学七隈キャンパス 文系センター15階第 7会議室 

報告事項（2015年 8～11月） 

１．協会会務報告 

２．東地区部会会務報告 

３．西地区部会会務報告 

４．委員会報告 

５．協会関連事項報告 

６．2015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 

７．2016年度行事・会議予定 

協議事項 

１．2015年度一般会計・特別会計支出状況ならびに決算見込みについて 

２．2016年度事業計画（案） 

３．2016年度一般会計・特別会計予算（案） 

４．第 77回（2016年度）総会・研究大会について 

５．2016年度国際図書館協力委員会の活動について 

６．ホームページ委員会に関する事項 

７．研修会・講演会等の開催に伴う補助制度について 

８．私立大学図書館協会総会議長の委嘱方法について  

９．「委員会活動費」運用内規について   

懇談事項 

１．次期役員校、総会当番校、委員会委員等の選出および東西地区部会総会日程について 

２．2015年度ホームページ委員会への検討事項について 

３. NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（基本方針案の要点） 

                 これからの学術情報システム構築検討委員会 

４. 東西両地区部会への部会交付金の暫定振込みについて 

５. 総会・研究大会における意見交換会来賓挨拶について 
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（５）未加盟校への勧誘について 

会長校より以下の資料を 11 月 2 日付で作成、2016 年度大学新設校がなかったため、昨年

度依頼し加盟されなかった未加盟校へ案内を送付した。また、本協会未加盟校リストを東西

部会長校へ送付し、各地区で直接加盟を呼びかけるようお願いした。 

・私立大学図書館協会への加盟について（ご案内） 

・私立大学図書館協会について 

・私立大学図書館協会東地区部会事業内容 

・私立大学図書館協会西地区部会事業内容 

・私立大学図書館協会会報 No.143 

 

（６）加盟校への書類等の送付について 

以下の書類を加盟大学図書館宛に送付した。 

※発送方法の記述の無いものはメールでの一斉送信 

１）私立大学図書館協会からの連絡 

① 4月 1日付送付《メール便》 

・2015年度暫定予算の執行について 

・私立大学図書館協会からのお願い 

・加盟校基礎データ登録状況 

・2015年度会費納入に関するお願い 

・2015年度加盟校会費納入等に関する連絡（要返信）  

・会費請求書 

・加盟館基礎データ変更届（記入説明書） 

・2015年度第１回寄贈資料搬送事業実施について 

② 5月 26日付送付 

     ・2015年度総会・研究大会開催のご案内 

③ 6月 16日付送付 

      ・2015年度総会・研究大会参加連絡（6/19 締切）について 

④ 8月 21日付送付 

・2015年度海外認定研修について（ご案内） 

・2016年度海外派遣研修（長期研修）参加者募集について（お知らせ） 

・第 76回総会資料ホームページ掲載のお知らせ 

⑤ 9月 8日付送付《メール便》 

・私立大学図書館協会第 144号会報 

⑥ 9月 8日付送付 

・2016年度（2015年度申請）研究助成募集について（ご案内） 

⑦ 9月 25日付送付 

・第 2回寄贈資料搬送事業（ご案内） 

⑧ 9月 30日付送付 

・2015年度協会賞受賞候補者の推薦について（ご案内） 
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⑨11月 2日付送付 

・2016年度海外派遣研修再募集のお知らせ 

⑩11月 9日付送付 

・講演会「研究支援と図書館 (Research Support and Library)」開催のお知らせ 

⑪12月 7日付送付 

・2016年度（2015年度申請）研究助成再募集について（ご案内） 

⑫ 3月 14日付送付 

・海外認定研修（A)（B)の募集について（ご案内） 

 

２）関連団体からの連絡 

① 4月 1日付送付 

・【文部科学省】平成 26年度「学術情報基盤実態調査」の結果報告について 

② 4月 3日 

      ・【筑波大学】平成 27年度大学図書館職員長期研修の開催について（通知） 

③ 4月６日 

・【国公私】平成 27年度漢籍整理長期研修の開催について（通知） 

④ 4月 16日 

・【国公私】「大学図書館間協力における資料複製に関する合意書」について（通知） 

⑤ 4月 21日 

・【国公私】オープンアクセスに関する政府の検討状況について（通知） 

⑥ 4月 27日 

・【国公私】講演会「知を活かす―英国図書館の新ビジョン」の開催について（通知） 

⑦ 4月 27日 

・【国公私】大学図書館職員短期研修の開催について（通知） 

⑧ 6月 5日 

・【国公私】「日中大学図書館フォーラム 2015」開催にあたって 

⑨ 6月 12日 

・【国立国会図書館】遠隔研修講座開講につきまして 

⑩ 6月 30日 

・【国公私】第 5回大学図書館学生協働交流シンポジウムの開催について 

⑪ 7月 9日 

・【国公私】留学生等への図書館サービスに関する調査について 

⑫ 8月 5日付送付 

・【国立国会図書館】「平成 27年度アジア情報研修」のご案内 

⑬ 8月 28日付送付 

・【国会図書館】レファレンスサービス研修の開催について（ご案内） 

⑭ 8月 28日付送付 

・【国公私】（再送）留学生等への図書館サービスに関する調査について 

⑮ 8月 31日付送付 
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・【国公私】国内刊行電子リソースの共有サービス「ERDB-JP」パートナー機関の募集について 

⑯ 9月 1日付送付 

・【国公私】SpringerLink 電子ジャーナルバックファイルの NII-REO での公開に 

ついて（通知） 

⑰ 9月 2日付送付 

・【国公私】「大学図書館協力における資料複製に関する利用許諾契約書」について（通知） 

⑱ 9月 10日付送付 

・【国公私】機関リポジトリ中堅担当者研修の開催について 

⑲ 9月 10日付送付 

・【情報保存研究会】第 9 回資料保存シンポジウム（ご案内） 

⑳ 9月 11日付送付 

・【JSLIS】第 63 回日本図書館情報学会研究大会と研究大会シンポジウム（ご案内） 

○21  9月 24日付送付 

・【国立国会図書館】「平成 27 年度障害者サービス担当職員向け講座」のご案内 

○22  9月 28日付送付 

・【国公私】東大新図書館トークイベント（通知） 

○23 10月 1日付送付 

・【国公私】機関リポジトリ中堅担当者研修の申込締切りの延長等について（通知） 

○24 10月 2日付送付 

・【国公私】国際シンポジウム「HORIZON2020によるオープンアクセス政策とオープ 

ンサイエンスの国際的課題」（通知） 

○25 10月 8日付送付 

・【文科省】平成 27年度学術情報基盤実態調査の実施について 

○26 10月 13日付送付 

・【国公私】平成 27年度大学図書館シンポジウムの開催について（通知） 

○27 10月 16日付送付 

・【国公私】2015 年度「SINET及び学認・UPKI証明書説明会」開催について（通知） 

○28 10月 28日付送付 

・【国公私】研究集会「機関リポジトリの未来：オープンアクセスからオープンサイエンスへ」（通知） 

○29 11月 4日付送付 

・【国立国会図書館】遠隔研修（後期）講座開講につきまして 

○30 11月 9日付送付 

・【国公私】千葉大学アカデミック・リンク・セミナー／ALPS セミナーの開催について① 

○31 11月 12日付送付 

・【国公私】「大学図書館間協力における資料複製に関する利用許諾契約書」の許諾対象

となる資料の除外について（再通知） 

○32 11月 13日付送付 

・【国立国会図書館】第 26回保存フォーラム開催について（ご案内） 

○33 11月 17日付送付 
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・【国公私】教職員の組織的な研修等の共同利用拠点・ALPSプログラムキックオフシ 

ンポジウムについて（通知） 

○34 12月 21日付送付 

・【国公私】平成 27年度ラーニング・コモンズ、日本とアメリカでどう違う？ 

－ラーニング・コモンズの役割を再定義する－ 

○35  1月 5日付送付 

・【2016IASL】シンポジウム「デジタル読書革命と学校図書館」のご案内 

○36  1月 8日付送付 

・【国公私】東大新図書館トークイベント「HathiTrust とデジタルアーカイブの未来」（ご案内） 

○37  1月 12日付送付 

・【国立国会図書館】第 12回レファレンス協同データベース事業フォーラム開催の 

お知らせ 

○38  1月 23日付送付 

・【国公私】東南アジア地域研究情報資源の共有に関する国際ワークショップの開催 

について（通知） 

○39  2月 2日付送付 

・【国公私】デジタル・ヒューマニティーズ関連ワークショップ開催のお知らせ（通知） 

○40  2月 6日付送付 

・【国公私】千葉大学アカデミック・リンク・セミナー／ALPS セミナーの開催について② 

○41  2月 8日付送付 

・【国公私】大学図書館著作権検討委員会主催講演会の開催について（ご案内） 

○42  2月 9日付送付 

・【国公私】「KEIO大学図書館国際フォーラム」の開催について（ご案内） 

○43  2月 16日付送付 

・【国公私】機関リポジトリ推進委員会によるアンケート 

○44  2月 16日付送付 

・【国公私】オープンサイエンス ワークショップ開催のお知らせ 

○45  2月 25日付送付 

・【国公私】千葉大学アカデミック・リンク・セミナー／ALPS セミナーの開催について③ 

○46  3月 9日付送付 

・【国立国会図書館】「研究データとオープンサイエンスフォーラム」（ご案内） 

○47  3月 18日付送付 

・【国公私】リポジトリ推進協会（4月から募集開始予定）の設立に関する資料について（通知）  

○48  3月 29日付送付 

・【国公私】「大学図書館協力における資料複製に関する利用許諾合意書」について 

○49  3月 30日付送付 

・【文部科学省】平成 27年度学術情報基盤実態調査の結果について（お知らせ） 
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（７）会報の刊行について 

① 第 144号の刊行（2015年 9月 8日） 

東地区・西地区各々の会務報告・研究大会報告を掲載 

② 第 145号の刊行（2016年 2月 8日） 

第 76回私立大学図書館協会総会・研究大会報告を掲載 



―35― 

 

委員会報告 

 

（１）協会賞審査委員会 

① 第 1回委員会 

日  時：2015 年 8月 27日（木）  

場  所：明治学院大学 横浜キャンパス 6号館 634教室 

議  題 

１．協会賞の募集に関すること 

２．協会賞審査委員会の日程に関すること 

３．その他 

② 第 2回委員会 

日  時：2016 年 2月 16日（火）  

場  所：慶應義塾大学 理工学メディアセンター 

議  題 

１．2015年度協会賞に関して 

２．今後の協会賞に関して 

３．2016年度の協会賞審査委員会の活動に関して 

③ 協会賞の推薦状況について 

受付期間：2015 年 10月 1日（木）～2016年 1月 15日（金） 

推薦件数：3件 

 

（２）研究助成委員会 

① 第１回委員会 

    日  時：2015年 5月 29日（金）  

    場  所：東洋大学 白山キャンパス 2号館 3階第 1会議室 

    報告事項 

１．2014年度研究助成委員会について 

２．2014年度研究助成報告書について 

３．2014年度特別会計決算および 2015年度特別会計予算 

４．今後のスケジュールについて 

    協議事項 

     １．委員長の選出について 

２．2016年度(2015年度申請)研究助成応募要領および関連書類一式について 

② 第 2回委員会（メール会議） 

日  時：2015 年 12月 3日（木） 

報告事項  

１．2016年度（2015年度申請）研究助成応募状況報告 

協議事項 

１．2016年度（2015年度申請）研究助成の再募集について 
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    ③ 第 3回委員会 

    日  時：2016年 1月 21日（木） 

    場  所：名城大学 天白キャンパス 附属図書館 5階会議室 

    報告事項 

     １．2015年度研究助成特別会計決算見込み 

     ２．2016年度助成特別会計予算（案）  

     ３．2015年度研究助成支出報告、成果報告、発表について（連絡） 

     ４．今後のスケジュールについて 

    協議事項 

     １．研究助成審査について（申請 3件） 

 

（３）国際図書館協力委員会 

 １）委員会について 

① 第 1回委員会 

メール審議：2015年 4月 22日(水)～4月 24日(金) 

報告事項 

１．2014年度特別会計決算について 

協議事項 

１．委員長選出について 

   ２．2015年度特別会計予算（案）について 

３．寄贈資料搬送事業について 

② 第 2回委員会 

日  時：2015 年 7月 7日（火）  

場  所：慶應義塾大学 信濃町キャンパス 

報告事項  

１．委員紹介と委員会の事業概要について 

２．当委員会 2015～2016年度の課題について 

３．寄贈資料搬送事業への問合せについて 

４．海外派遣研修(イリノイ大学モーテンソンセンター)経費支払いについて 

５．平成 27年度大学図書館職員短期研修の講師推薦について 

６．活動費について 

協議事項 

１．寄贈資料搬送事業 前期 審査・採択決定 

２．2015年度の活動について 

３．今後のスケジュールについて 

③ 第 3回委員会 

日  時：2015 年 10月 14日（水） 

場  所：中京大学 名古屋キャンパス 

報告事項 
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１．2015年度第 1回東西合同役員会、第 76回総会・研究大会報告 

２．2015年度各事業進捗状況 

  （１）寄贈資料搬送事業 

  （２）海外派遣研修 

  （３）海外認定研修 

協議事項 

１．海外集合研修について 

２．国際図書館協力シンポジウムについて 

３．国際図書館協力基金への支援依頼 

④ 第 4回委員会 

メール審議：2015年 12月 1日(火)～4日(金), 12月 18日(金)～21日(月) 

協議事項 

１．第 2回寄贈資料搬送事業の採択について 

⑤ 第 5回委員会 

日  時：2016 年 2月 23日（火） 

場  所：学習院大学 目白キャンパス 

報告事項  

１．2016年度海外派遣研修再募集による申込締切日延長 

２．2015年度第 2回常任幹事会報告 

３．2016年度大学図書館職員短期研修の講師推薦 

４．『図書館年鑑 2015』への原稿提出 

５．2015年度各事業進捗状況 

 （１）寄贈資料搬送事業 後期 採択決定 

 （２）海外派遣研修 

  （３）海外認定研修 

協議事項 

１．今後の海外研修について 

２．寄贈資料搬送事業の実施要領について 

３．私立大学図書館協会研究大会での講演会について 

⑥ 第 6回委員会（メール会議） 

メール審議：2016年 3月 1日(火)～3日(木) 

協議事項 

１．「2015年度海外認定研修」申請の採択について 
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２）実施事業について 

① 2015年度寄贈図書搬送事業について 

 

第 1回寄贈資料搬送事業の採択結果（募集期間：2015年 4月 1日～5月 29日） 

 寄贈校 寄贈先 冊数 個数 見積額 

1 
国際大学 

松下図書・情報センター 

Centre Africain d'Etudes 

Supérieures en Gestion 

（セネガル） 

200 10 62,500円 

2 専修大学 図書館 

王立プノンペン大学  Royal 

University of Phnom Penh 

（カンボジア） 

230 12 63,600円 

3 
杏林大学 

人文・社会科学図書館 

地球科学大学図書館 

（台湾） 
220 30 112,500円 

 

第 2回寄贈資料搬送事業の採択結果（募集期間：2015年 9月 25日～12 月 18日） 

 寄贈校 寄贈先 冊数 個数 見積額 

1 
国際大学 

松下図書・情報センター 

University of Zambia 

（ザンビア） 
200 10 75,780円 

2 
杏林大学 

人文・社会科学図書館 

地球科学大学図書館 

（台湾） 
334 30 112,500円 

3 
跡見学園女子大学 

図書館 

Bishkek Humanities 

University（キルギス） 
317 24 127,200円 

 

② 2015年度海外派遣研修（イリノイ大学モーテンソンセンター） 

・日 程：2015年 5月 28日～6月 23日 

（その後、サンフランシスコでのＡＬＡ大会に参加。6月 25 日～30日） 

・派遣者：早稲田大学図書館 藤順一 氏 

  

③ 2016年度海外派遣研修（イリノイ大学モーテンソンセンター）の募集 

 応募者なし 

・募集期間： 2015 年 8月 20日～10月 30日 

・再募集期間：2015 年 11月 2日～11月 25日 

・日  程： 2016 年 5月 25日～ 6月 21日 

（その後、ALA年次総会に参加可能。6月 23 日～28日、オーランド FL） 
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④ 2015年度海外集合研修 

・実施せずに集合研修のあり方を検討中である。 

 

⑤ 2015年度海外認定研修の募集について 

・申込締切：一次締切日 2015年 10月 30日 応募者なし 

二次締切日 2016年  2月 29日  応募者 1名 

・助成対象期間：2015年 2月 1日～2016年 1月 31日 

・研修方法：個人旅行等の機会を活かした海外の図書館に関する調査、あるいは海外での 

研修参加報告が対象となる。 

・採択者 

   氏名 所属機関 テーマ 採択額 

1 高島 豊 獨協大学図書館 
ドイツ語圏の大学図書館の見学と調査： 

未来に向けた図書館の「場」としての役割 
50,000円 

    

⑥ その他 

 ・2015年度大学図書館職員短期研修(東大・京大主催,NII共催)への講師派遣 

  講義名：海外研修経験から見えた大学図書館 

   京都：2015年 10月 7日 嶋田有理香（関西大学図書館事務室） 

東京：2015年 12月 2日 魚住英子（関西学院大学図書館利用サービス課） 

   ・『図書館年鑑 2015』への原稿提出 1月 13 日 

「図書館界の国際交流」についての記事を JLA国際交流事業委員会へ提出した。 

 

（４）協会ホームページ委員会 

１）委員会について 

 ① 第１回委員会 

日  時：2015年 5月 29日（金） 

場  所：東洋大学 白山キャンパス 

報告事項   

１．ホームページ委員会の役割と委員長の役割について 

審議事項 

１．ホームページ委員長の選出 

２．ホームページ委員会の課題について 

３．今後の進め方について 

② 第 2回委員会 

日  時：2015年 11月 20日（金） 

場  所：立命館大学 大阪いばらきキャンパス 

議  題： 

１．業務委託内容について（アドバイザーの導入について） 

２．会長校事務局からの検討依頼について 

３．MovableType のバージョンアップについて 

４．その他 
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２）WWW情報資源提供サービス利用状況報告（2016年 2月 4日現在） 

① レンタルサーバの契約 

契約ディスク容量 ：     1 TB（使用可能容量は 900GB） 

ディスク使用量   ：  16.79GB 

ディスク残容量   ： 883.21GB 

② 情報資源利用数 

ホームページ設置スペースサービス  ：15団体 

代表者宛メールアドレスサービス    ：17アドレス 

構成員用メーリングリストサービス  ：25アドレス 

３）アドバイザーの導入について 

昨今の社会情勢から、ネットワークやサーバー、セキュリティーに関する計画や方針を 

決定するに際して、専門的な立場からのアドバイスを受けて行いたいと考えており、加盟 

館から適任者の推薦がない場合には業者の導入をしたい。 

 ４）東地区部会研究部分科会のページについて 

昨年度から懸案となっている研究分科会のページの更新については、2016年度の移行を 

計画したが、東地区部会での協議を経ることを勘案して、2017年度の新規事業として検討 

することとした。 

５）会長校事務局からの検討依頼について 

名簿管理の新システム構築については、2017年度の稼動を目標に本年度中に仕様書を作 

成したい。各館の情報を掲載するページの作成については、第 2 回東西合同役員会に詳細

を提出したいと考えていたが、十分な検討を経ることができなかったため、次年度も継続

して検討することとした。 

６）レンタルサーバーの契約変更について 

現在契約をしているサービス「エンタープライズ３・シリーズ３１」は新規契約を終了 

しており、新サービス「Zenlogic」への移行が提案されている。契約更新費用、移行費用

等は発生しないことなどから、2016年度中の移行を計画したい。なお、平行して二つのサ

ーバーを運用するため、サービス停止期間は発生しない。 

また、既にサポートが終了している旧バージョンの Movable Typeについては移行の際に

バージョンアップする計画である。 
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協会関連事項報告 

  

（１）国公私立大学図書館協力委員会 

① 第 78回国公私立大学図書館協力委員会 

日  時：2015 年 7 月 24日（金）  

場  所：京都大学附属図書館 3 階 ライブラリーホール 

報告事項 

１．委員長館会務報告 

２．専門委員会等活動報告 

３．その他 

協議事項 

１．国公私立大学図書館協力委員会運営要綱の改正について 

２．ISOプロトコル変更に対する NACSIS-ILLの対応について 

３．Webサイト構築タスクフォース（仮称）の設置について 

４．次期委員長館の選出について 

５．その他 

② 第 79回国公私立大学図書館協力委員会 

日  時：2015 年 11月 6 日（金） 

場  所：慶應義塾大学三田キャンパス 北館 3階大会議室 

報告事項 

１．委員長館会務報告 

２．各専門委員会・プロジェクト報告 

３．各タスクフォース・ワーキンググループ報告 

４．大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）報告 

５．機関リポジトリ推進委員会報告 

６．これからの学術情報システム構築検討委員会報告 

７．その他 

協議事項 

１．平成 26年度決算報告書（案）および監査報告について 

２．平成 27年度予算（案）について 

３．監事館の選出について 

４．その他 

 

（２）国立国会図書館長と大学図書館長との懇談会 

日  時：2015 年 11月 6日（金） 

場  所：国立国会図書館東京本館 新館 3階大会議室 

懇談会次第 

１．開会挨拶 

２．活動報告 
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「国立国会図書館の一年の動き及び大学図書館との連絡会活動報告」 

国立国会図書館総務部司書監      大塚 奈奈絵 

３．テーマ報告 

      ・「国立国会図書館のデジタル資料 －収集、保存、提供の取組－」 

国立国会図書館電子情報部長         田中 久徳 

・「デジタル資料に図書館はどう向き合うか」 

慶應義塾大学メディアセンター所長  赤木  完爾 

４．意見交換 

５．閉会挨拶 

 

（３）日本図書館協会 

① 2015年度第 1回代議員総会 

日  時：2015 年 6 月 18日（木） 

場  所：日本図書館協会 2階研修室 

協議事項 

１．2014年度公益社団法人日本図書館協会事業報告(案)について 

２．2014年度公益社団法人日本図書館協会決算(案)について 

３．2015－2016 年度理事・監事の選出について 

報告事項 

１．第 101回全国図書館大会の開催について 

２．その他 

② 2015年度第 2回代議員総会 

日  時：2016 年 3月 23日（水）14時 00分～16時 30分 

会  場：日本図書館協会 2階研修室 

協議事項 

１．2016年度公益社団法人日本図書館協会事業計画について 

２．2016年度公益社団法人日本図書館協会予算について  

報告事項 

１．常任理事の指名及び事務局長並びに事務局次長の任免、及びその報酬等について 

２．「図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン」の 

制定について 

３．第 102回全国図書館大会の開催について及び今後の開催予定について 

４．裁判の状況について  

 

（４）後援・共催 

① 第 9回資料保存シンポジウムの後援 

日  時：2015 年 10月 5 日（月） 

場  所：一橋大学 一橋講堂中会議場・ラウンジ（学術総合センター2階） 

主  催：テ ー マ：「後世に伝えるための資料保存とデジタルアーカイブ 
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－資料の保存と今後の展望－」 

後援内容：後援名義使用のみで、経費は不要 

② 第 101回全国図書館大会の後援 

日  時：2015 年 10月 15日（木）～16日（金） 

場  所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

主  催：日本図書館協会 

後援内容：後援名義使用のみで、経費は不要 

③ 第 17回図書館総合展の後援 

日  時：2015 年 11月 10日（火）～12日（木） 

場  所：パシフィコ横浜 

主  催：図書館総合展運営委員会 

企画・運営：JCC カルチャー・ジャパン 

後援内容：後援名義使用のみで、経費は不要 
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４.2016 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 

 

（１）役員校 

会長校  東洋大学 

東地区部会 

部会長校  学習院大学 

理事校  桜美林大学  （研究部担当） 

〃    文化学園大学  （分科会更新・会報担当） 

〃  白百合女子大学 （分科会月例担当） 

〃  藤女子大学  （地区ブロック選出） 

監事校     明治大学  （前部会長校） 

西地区部会 

部会長校   福岡大学   （九州地区協議会） 

理事校   名古屋学院大学  （東海地区協議会） 

〃   大谷大学   （京都地区協議会） 

〃   甲南女子大学   （阪神地区協議会） 

〃   就実大学・就実短期大学 

  （中国・四国地区協議会） 

〃   沖縄国際大学    （九州地区協議会・会則第 12 条第 2 項） 

監事校   立命館大学   （前会長校） 

 

（２）委員会 

１）協会賞審査委員会 

松 本 和 子（委員長） 慶應義塾大学  

和 田 宏 正 駒澤大学  

渡 部 信 吾 関西学院大学  

小 林 邦 久 早稲田大学 

杉 山 岳 寛 日本大学  

足 立 祐 輔 愛知学院大学 

山 本 哲 也 四国大学 

宮 丸  由美子 九州産業大学 

 

２）研究助成委員会 

皆 見 司 朗（委員長） 名城大学  

千 葉 信 一 東洋大学  

中 村 丈 夫 学習院大学  

佐 藤 博 章 東海大学  

金 田 陽 治 成城大学  

世 戸 英 雄 福岡大学  

佐 伯 慶 子 大阪工業大学  

山 内 美 智 大谷大学  

 

３）国際図書館協力委員会 

舘   田鶴子（委員長） 慶應義塾大学  
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工 藤 晶 子 学習院大学  

坐 間 礼 子 桜美林大学  

中 島     操 同志社大学  

渡 辺 英 二 中京大学  

井 口 紀 子 福岡大学  

 

４）協会ホームページ委員会 

松 浦  義 弘（委員長） 東洋大学  

安 東 正 玄 立命館大学  

佐々木 俊 介 桜美林大学  

陣 内 千佳子 福岡大学  

 

（３）協会関連団体 

１）国公私立大学図書館協力委員会 

 委員長館：慶應義塾大学 （2015年8月1日～2016年7月31日） 

                  筑波大学     （2016年8月1日～2017年7月31日） 

       

① 委員館（2015年 4月 1日～2017年 3月 31日） 

委員館・常任幹事館 慶應義塾大学 

委員館・常任幹事館 早稲田大学 

委員館 東洋大学 

委員館 学習院大学 

委員館 福岡大学 

委員館 立命館大学 

 

②『大学図書館協力ニュース』編集委員会 

委員（2015年 4月 1日～2017年 3月 31日） 

髙 橋 紀 之 東洋大学 

藤 本 智 美 学習院大学 

井 口 紀 子 福岡大学 

 

③『大学図書館研究』編集委員会 

委員 

森 嶋 桃 子 慶應義塾大学 

久保木 和 義 明治大学 

湯 川 亜 矢 早稲田大学 

小 泉   徹 立教大学 

天 笠 洋 一 京都産業大学 

川 崎 安 子 武庫川女子大学 

 

④ 大学図書館著作権検討委員会 

委員 

今 村 昭 一 早稲田大学 

関 口 素 子 慶應義塾大学 
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⑤ 大学図書館著作権検討委員会ワーキング・グループ 

委員 

小 澤 ゆかり 慶應義塾大学 

平 田 さくら 明治大学 

 

⑥ シンポジウム企画・運営委員会 

委員 

市 古 みどり 慶應義塾大学 

本 間 知佐子 早稲田大学 

 

⑦ GIF（Global ILL Framework）プロジェクトチーム 

委員 

小 澤 ゆかり 慶應義塾大学 

 

⑧ これからの学術情報システム構築検討委員会 

委員 

原   修   立教大学 

近 藤 茂 生 立命館大学 

 

⑨ 国際 ILL 検討タスクフォース 

委員 

関      秀 行            慶應義塾大学 

 

⑩ Web サイト構築タスクフォース 

委員 

荘 司 雅 之            早稲田大学 

関     秀 行            慶應義塾大学 

 

２）日本図書館協会 

① 代議員 

齋  藤   洋 東洋大学附属図書館長 

遠 藤 久 夫   学習院大学図書館長 

有 岡 律 子 福岡大学図書館長 

 

② 大学図書館部会 

施設会員委員 

荘 司 雅 之 早稲田大学 

関   秀 行 慶應義塾大学 

 

③ 図書館年鑑編集委員 

髙 橋 紀 之 東洋大学 
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     私立大学図書館協会 2015年度西地区部会 総会費内訳 

 

 

 

収入 

   

  

総会費  部会長校より 400,000 

 

  

館長懇談会参加費 （@7000×35） 245,000 

 

 

  総会参加費（＠2500×110） 275,000 

 

  

計 920,000 

  

 支出 

  

  

通信費（欠席校へ総会資料発送代）  46,500 

 

  

消耗品費（名札代） 5,184 

 

  

印刷費（総会資料印刷、製本代 310部） 114,480 

 

  

講師謝礼（含源泉徴収額：香椎税務署） 55,685 

 

  

学生アルバイト（@800×13時間） 10,400 

 

  

館長懇談会費 245,000 

 

  

昼食代（弁当・お茶・菓子代） 234,864 

 

  

貸し切りバス代金（バス 2台、含都市高速代・駐車場代） 95,320 

   観覧料（九州国立博物館） 11,880  

  交通費 9,790  

  部会長校宛残金戻入れ金 90,033  

  振込手数料（部会長校宛残金戻入れ金） 864  

  

計 920,000 
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     私立大学図書館協会 2015年度西地区部会 研究会費内訳 

     

 

収入 

   

  

研究会費  部会長校より 300,000 

 

 

  参加費（@2000×142） 284,000 

 

  

計 584,000 

 

     

 

支出 

   

  

吊り下げ名札 200個（参加者・スタッフ用）  6,912 

 

  

配布資料印刷代 200部他（看板製作費、テープお越し） 170,319 

 

  

講師謝礼（含源泉徴収額:西福岡税務署納税） 99,189 

 

  

昼食代 169名分（弁当・お茶代） 307,580 

 

  

計 584,000 
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２.2016年度西地区部会事業計画（案）について 

① 西地区部会総会の開催   2016年 6月 17日（金） 福山大学（中国・四国地区） 

② 館長懇談会の開催  西地区総会前日に行う。 

③ 地区部会研究会の開催    2016年 9月 9日（金） 大阪産業大学（阪神地区） 

④ 西地区部会役員会（年 3回）、研究会運営委員会の開催 

⑤ 各地区協議会活動の援助  

⑥ 各地区研究会活動の援助 

⑦ その他 

 

私立大学図書館協会 2016年度西地区部会研究会の開催概要（案） 

 

1. 日   時  ： 2016年 9月 9日（金）10：30～ （受付開始 10：00） 

2. 会   場  ： 大阪産業大学 16号館 6階 16606大教室 

3. メインテーマ ：「学修支援を担う大学図書館職員の可能性を探る」 

4. 日   程  ； 

10:00      受付開始 

10:30  開会挨拶   部会長校  福岡大学     館長 有岡  律子 

        歓迎挨拶  当番校  大阪産業大学   学長 金澤  成保 

   10:50      基調講演 「 学習支援に求められるスキルセット 

－図書館員に何ができるのか－ 」 

               同志社大学 学習支援・教育開発センター事務長 井上 真琴 

12:00      昼食・見学 

13:15      研究発表（1） 

「図書館の将来像をふまえた職務間の連携について(仮題)」 

                          東海学園大学図書館 峯野 幸子 

14:00      研究発表（2） 

「小規模だからできること— 教職員、学生とのコラボを通して(仮題)」  

    北陸学院大学ヘッセル記念図書館 飯野 昌子 

14:45    研究発表（3） 

      「広島修道大学図書館～現在試行中～」 

                         広島修道大学図書館 木村 千鶴 

15:30    休憩   

15:45    研究発表（4） 

            「地方小規模大学図書館と学生との協働による学びのコミュニティ 

形成 II －学生との協働で楽しさを追求し可能性を広げる－(仮題)」 

                              長崎ウエスレヤン大学附属図書館 

                                植松 久子・菅原 良子・南  慎郎 

16:30    閉会  

      閉会挨拶        大阪産業大学綜合図書館 館長 林田 治男 

16:40    解散                             
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３.2016年度西地区部会予算（案）について  

 

収入の部 

                                     （単位：円） 

科   目 予算額（A） 前年度予算額（B） 差異（A－B） 備    考 

部会交付金 3,367,000 3,471,000 △104,000 @13,000×259校 

（2016 年度加盟予定校数で計上） 

雑収入 400 400 0 預金利息 

前年度繰越金 1,804,572 2,102,530 △297,958  

計 5,171,972 5,573,930 △401,958  

 

支出の部 

                                    （単位：円） 

科   目 予算額（A） 前年度予算額（B） 差異（A－B） 備    考 

部会活動費 330,000 330,000 0  

総会費 400,000 400,000 0  

研究会費 300,000 300,000 0  

地区協議会交付金 400,000 900,000 △500,000 @80,000×5地区 

地区研究会交付金 1,674,500 1,718,500 △44,000 注１ 259校で計上 

地区研究会 

幹事校交付金 
350,000 350,000 0 @70,000×5地区 

予備費 600,000 100,000 500,000 注 2 

次年度繰越金 1,117,472 1,475,430 △357,958  

計 5,171,972 5,573,930 △401,958  

 

注１ 地区研究会交付金内訳：一律各地区 50,000円、１校あたり 5,500円 

東 海 地 区         50,000円 ＋ 5,500円 × 49校 ＝  319,500円 

京 都 地 区         50,000円 ＋ 5,500円 × 44校 ＝  292,000円 

阪 神 地 区         50,000円 ＋ 5,500円 × 72校 ＝  446,000円 

中国・四国地区  50,000円 ＋ 5,500円 × 40校 ＝  270,000円 

九 州 地 区         50,000円 ＋ 5,500円 × 54校 ＝  347,000円 

250,000円 ＋ ＠5,500円 × 259校 ＝ 1,674,500円 

注２ 予備費内訳 ： 通常 100,000円  総会・研究会等補助として＠100,000円×5地区 

総会・研究会等補助は、各地区総会、協議会及び各地区研究会等 

における特別事業について当該年度に申請し、役員会の承認を得 

て執行することができる。 

なお、出張旅費・懇親会費・人件費に充てることはできない。 
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Ⅲ 承合事項  

１．「入（退）館管理システム、自動貸出返却装置等の機器導入状況及び 

  導入のメリット・デメリット、その他の司書職務の代替の方策」 川崎医療福祉大学 

 

２. 「ラーニングコモンズに関する規定について」             園田学園女子大学 

                 

Ⅳ 確認事項 

１．2016・2017年度西地区部会役員校について 

（１）2016年度 

部会長校           福岡大学 

東海地区理事校        名古屋学院大学 

京都地区理事校        大谷大学 

阪神地区理事校        甲南女子大学 

中国四国地区理事校      就実大学・就実短期大学 

九州地区理事校        沖縄国際大学 

監事校            立命館大学 

東海地区研究会幹事校     愛知大学 

京都地区研究会幹事校     京都外国語大学 

阪神地区研究会幹事校     兵庫医療大学 

中国四国地区研究会幹事校   広島国際学院大学 

九州地区研究会幹事校     沖縄大学 

 

（２）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 
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２．2016・2017年度西地区部会当番校について 

（１）2016年度 

西地区部会総会        福山大学    （中国四国地区） 

    西地区部会研究会       大阪産業大学  （阪神地区） 

 

 （２）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） 

＊2018年度以降は、私立大学図書館協会役員校・当番校一覧（西地区部会関係） 

54-55頁を参照してください。 

 

３．2016年度西地区部会関連行事日程について 

 

開 催 期 日 行 事 ・ 会 議 名 開 催 場 所 

2016年 4月8日(金） 第 1回常任幹事会 東洋大学 

2016年 6月16日(木) 西地区部会第 1回役員会、館長懇談会 福山大学 

2016年 6月17日(金) 西地区部会総会 福山大学 

2016年 8月24日(水） 第 1回東西合同役員会 上智大学 

2016年 8月25日(木） 

～8月26日(金） 
第 77回私立大学図書館協会総会・研究大会 上智大学 

2016年 9月8日(木) 西地区部会第 2回役員会 大阪産業大学 

2016年 9月9日(金) 西地区部会研究会 大阪産業大学 

2016年 12月2日(金) 第 2回常任幹事会 福岡大学 

2017年 3月3日(金) 西地区部会第 3回役員会 東京ガーデンパレス 

2017年 3月3日(金) 第 2回東西合同役員会 東京ガーデンパレス 

 

４. その他 

 

Ⅳ. その他 

 



私立大学図書館協会役員校・当番校等一覧（西地区部会関係） 2016年6月16日現在

理事校 研究会幹事校 理事校 研究会幹事校 理事校 研究会幹事校 理事校 研究会幹事校 理事校 研究会幹事校

2009 金沢学院大学 神戸山手大学 聖カタリナ大学 長崎純心大学

2010 金沢星稜大学 大阪成蹊大学 比治山大学 志學館大学

2011 金沢工業大学 大阪女学院大学 川崎医療福祉大学 九州女子大学

2012 近畿大学農学部 プール学院大学 松山東雲女子大学 崇城大学

2013
京都光華女子大

学
神戸親和女子大学 広島国際大学 中村学園大学

2014 畿央大学 園田学園女子大学 山陽学園大学 筑紫女学園大学

2015 京都文教大学 梅花女子大学 徳島文理大学 西南女学院大学

2016 京都外国語大学 兵庫医療大学 広島国際学院大学 沖縄大学

2017 京都学園大学 宝塚大学
倉敷芸術科学大

学
長崎国際大学

2018 京都女子大学 兵庫大学 高松大学 宮崎国際大学

2019 京都華頂大学 相愛大学 安田女子大学 日本文理大学

2020
京都嵯峨芸術大

学
関西看護医療大

学
川崎医科大学

2021 京都産業大学

2022 京都精華大学

2023 京都橘大学

2024 京都薬科大学

2025
京都造形芸術大

学

2026
明治国際医療大

学

東海地区協議会 京都地区協議会

名古屋外国語大学
･名古屋学芸大学

中京大学 京都女子大学

―
55―

椙山女学園大学

京都学園大学金城学院大学

京都外国語大学

中京大学

愛知工業大学

名古屋学院大学

大谷大学

近畿大学
農学部

年度

帝塚山大学

天理大学

奈良産業大学

名古屋学院大学

中部大学

中部大学

日本福祉大学

日本福祉大学

愛知工業大学

愛知大学

愛知大学

阪神地区協議会

関西外国語大学

九州共立大学

久留米大学

沖縄国際大学

四国大学

福岡工業大学

九州国際大学

松山大学

広島修道大学

九州地区協議会中国・四国地区協議会

ノートルダム
清心女子大学

九州産業大学

熊本学園大学広島工業大学

金城学院大学

南山大学

桃山学院大学

流通科学大学

就実大学甲南女子大学

奈良大学

椙山女学園大学

大阪樟蔭女子大
学

神戸女子大学



私立大学図書館協会会則 

 

（昭和２８年１１月 ６日 改  正） （昭和４５年 ７月２１日 一部改正） （２０１４年 ８月２８日 一部改正） 

（昭和３２年１１月 ７日 一部改正） （昭和４８年 ７月２６日 一部改正） 

（昭和３５年 ６月 ２日 改  正） （昭和５７年 ７月２２日 一部改正） 

（昭和３７年 ５月１９日 一部改正） （平成 ７年 ８月 ２日 改  正） 

（昭和３８年 ５月２３日 一部改正） （２０００年 ８月 ２日 一部改正） 

（昭和４０年 ５月 ２日 一部改正） （２００３年 ８月２０日 一部改正） 

（昭和４３年 ９月 １日 一部改正） （２００４年 ９月１７日 一部改正） 

 

 

第１章 協    会 

 

（組織） 

第１条 私立大学図書館協会（以下「本会」という。）は、加盟する私立大学図書館で組織する。 

 

（事務局） 

第２条 本会を代表する大学図書館を会長校とし、会長校の図書館長を会長とする。また、本会

の事務局は会長校の図書館におく。 

 

（地区部会） 

第３条 本会は、加盟校を次の２つの地区に分け、各地区部会を構成する。 

  ① 東地区は、静岡県、長野県、新潟県およびそれら以東。 

  ② 西地区は、愛知県、岐阜県、富山県およびそれら以西。 

 

（加盟・脱退） 

第４条 本会への加盟および本会からの脱退については、所属地区の地区部会長校を通じ文書を

もって会長校に申込み、総会の承認を得なければならない。 

 

（目的と事業） 

第５条 本会は、私立大学図書館の改善および発展を図ることを目的とし、次の事業を行う。 

  (1) 大学図書館に関する調査、研究およびその成果の公表 

  (2) 研究会および講演会等の開催 

  (3) 会報の発行 

  (4) 対外関係活動 

  (5) その他本会の目的達成に必要な事業 

 

（機関） 

第６条 本会に次の機関をおく。 

  (1) 総会 

  (2) 役員会 

  (3) 常任幹事会 

  (4) 委員会 



 

（総会） 

第７条 総会は、加盟校の代表者１名で構成し、議決権は各加盟校１票とする。ただし、代表者

以外の者の出席を妨げるものではない。 

２ 総会は、会長校がこれを招集し、毎年度１回開催する。 

３ 総会開催校は、役員会の決める計画に基づいて会場を提供し、開催の準備、実施および司会

を行う。 

４ 総会を開催するために、協会のもとに「総会・研究大会特別会計」を設ける。 

５ 総会は、加盟校の過半数の出席をもって成立し、議決には、出席校の３分の２以上の賛成を

要するものとする。 

 

（総会事項） 

第８条 総会は、次の事項を審議し議決する。 

  (1) 事業計画に関する事項 

  (2) 予算および決算に関する事項 

  (3) 会則の制定または改廃に関する事項 

  (4) 役員校の選任に関する事項 

  (5) 役員校の会務処理報告に関する事項 

  (6) その他本会の事業および運営に関する事項 

 

（総会議案） 

第９条 前条に係る事項の提案は、役員会の審議を経て、会長校がこれを行う。 

 

（役員会） 

第 10 条 役員会は、会長校、地区部会長校、監事校およびその他の理事校で構成し、毎年度２回

以上、会長校が招集して会務について審議する。 

２ 役員会は、全ての役員会構成校の出席を要し、議決は、出席校の３分の２以上の賛成を要す

るものとする。 

３ 会長校は役員会の議事に応じ、委員会委員長および関係する加盟校の出席を要請することが

できる。 

 

（会長校） 

第 11 条 会長校は、理事校の推薦により役員会において選出し、総会の承認を得なければならな

い。 

２ 会長校は役員会を主宰する。 

 

（理事校） 

第 12 条 会長校のほか、東西各地区部会から選出される６校を理事校とする。理事校のうち、東

西各地区部会の１校をそれぞれ監事校とする。選出された理事校は総会の承認を得なければな

らない。 

２ 前項の規定にかかわらず、東西各地区部会が必要と認めた場合には、会長校と協議の上、各

地区部会に理事校１校を加えることができる。ただし、本項により選出された理事校は、役員



会における議決権を有しない。 

３ 地区部会長校は任期中に、次期役員校を選出し、会長校に通知しなければならない。 

 

（監事校） 

第 13 条 監事校は、本会および所属地区部会の会計を監査し、その結果をそれぞれ当該総会に報

告しなければならない。 

２ 監事校は、本会の他の役員校を兼ねることができない。 

 

（役員校の任期） 

第 14条 役員校の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（常任幹事会） 

第 15条 常任幹事会は、会長校、地区部会長校および監事校で構成する。 

２ 常任幹事会は、会長校が招集しこれを主宰する。 

３ 常任幹事会は、全ての常任幹事会構成校の出席を要する。 

 

（常任幹事会事項） 

第 16条 常任幹事会は、次の事項について審議する。 

  (1) 諸規程の制定および改廃 

  (2) 各種委員会の設置および廃止 

  (3) 予算編成方針の重要な変更 

  (4) その他本会の運営にとって重要な事項 

 

（委員会） 

第 17条 委員会は、これを次の２種に区分する。 

  (1) 別に定める規程に基づき設置される常設の「協会賞審査委員会」および「研究助成委員

会」 

  (2) 役員会の議決に基づき設置される本会活動に必要な委員会 

２ 前項の委員会は、会長校の管轄に属し、その活動結果を役員会および総会に報告しなければ

ならない。 

 

（会務処理） 

第 18 条 本会の会務は、会長校がこれを処理し、役員会の承認を得て総会に報告しなければなら

ない。 

２ 会務のうち重要事項は、常任幹事会および役員会の事前審議を要する。 

 

（会務委任） 

第 19条 会長校は、役員会の承認を得て、会務の一部を他の理事校に委任することができる。 

２ 前項の理事校はその委任を受けた会務を処理して、これを会長校に報告しなければならない。 

 

（会長校事務局） 

第 20条 会長校に事務局長１名をおく。 



２ 会長校は、必要に応じて事務局員をおくことができる。 

 

（業務処理） 

第 21 条 本会事業の業務は、総会の議決に基づいて設けられた機関がこれを処理する。ただし、

特に業務担当の機関がおかれない事業の業務は、会長校がこれを処理する。 

２ 前項の機関は、会長校の管轄に属し、その結果を総会に報告しなければならない。 

 

（研究大会） 

第 22 条 研究大会は毎年度総会とともに開催する。研究大会では、加盟校の図書館員の専門的な

調査および研究の成果の発表ないし講演等を行う。 

 

（会議の記録・公表） 

第 23 条 本会各機関の会議の議事は、これを記録し、会長校に報告しなければならない。会長校

は、これをホームページおよび会報等で公表する。 

 

（会計） 

第 24条 本会の経費は、会費、事業分担金およびその他の収入をもってこれに充てる。 

２ 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（会費） 

第 25条 本会加盟校は、会費を毎年度、本会事務局に納入しなければならない。 

２ 会費の額は、別表１に定める基礎会費に、別表２に定める在学者数に応じ算出した賛助会費

を合算したものとする。 

３ 会費および事業分担金は、総会においてこれを定める。 

 

 

第２章 地 区 部 会 

 

（地区部会組織） 

第 26条 地区部会は、第３条に定める東地区部会または西地区部会に属する加盟校で構成する。 

２ 地区部会ごとに理事校から地区部会長校１校を選出し、事務局を地区部会長校の図書館にお

く。 

 

（地区部会の活動） 

第 27 条 地区部会は、この会則および総会の議決の範囲を越えない限りにおいて、別に細則を定

め独自の活動を営むことができる。ただし第５条第４号に定める対外関係活動を行うことはこ

の限りではない。 

２ 前項の細則は地区部会総会の承認を要し、地区部会活動は、地区部会長校がこれを会長校に

報告しなければならない。 

 

（地区部会の機関） 

第 28条 地区部会に次の機関をおく。 



  (1) 地区部会総会（以下「部会総会」という。） 

  (2) 地区部会役員会（以下「部会役員会」という。） 

  (3) 地区部会研究会（以下「部会研究会」という。） 

２ 地区部会に地区協議会をおくことができる。 

 

（部会総会） 

第 29 条 部会総会は、加盟校の代表者１名で構成し、議決権は各加盟校１票とする。ただし、代

表者以外の者の出席を妨げるものではない。 

２ 部会総会は、地区部会長校がこれを招集し、毎年度１回開催する。 

３ 部会総会開催校は、部会役員会の決める計画に基づいて会場を提供し、開催の準備、実施お

よび司会を行う。 

４ 部会総会は、加盟校の過半数の出席をもって成立し、議決には、出席校の３分の２以上の賛

成を要するものとする。 

 

（部会総会議案） 

第 30条 前条に係る事項の提案は、部会役員会の審議を経て、地区部会長校がこれを行う。 

２ 前項の提案について所属加盟校および部会研究会は、地区部会長校を通じてこれを部会総会

に提案することができる。 

 

（部会役員会） 

第 31 条 部会役員会は、地区部会所属の役員校で構成し、地区部会長校が招集して、地区部会の

会務について審議する。 

２ 部会役員会は、全ての部会役員会構成校の出席を要し、議決は、出席校の３分の２以上の賛

成を要する。 

 

（地区部会長校） 

第 32 条 地区部会長校は、地区部会所属の理事校の推薦により選出し、その結果を部会総会およ

び会長校に報告しなければならない。 

 

（部会研究会） 

第 33 条 部会研究会は、地区部会所属加盟校の図書館員の専門的な調査および研究の成果の発表

ないし講演等を行う。 

２ 部会研究会は地区部会長校の管轄に属し、運営は地区部会が別に定める細則に基づいて行う。 

 

（地区部会の会務処理） 

第 34 条 地区部会の会務は、地区部会長校がこれを処理し、部会役員会の承認を経て部会総会お

よび会長校に報告しなければならない。 

 

（地区部会の業務処理） 

第 35 条 地区部会の業務は、部会総会の議決に基づいて設けられた機関がこれを処理する。ただ

し、特に業務担当の機関がおかれない事業の業務は、地区部会長校がこれを処理する。 

 



（地区部会の会計） 

第 36 条 地区部会の経費は、地区部会交付金およびその他の収入をこれに充て、独立会計とする。 

２ 地区部会が別に地区部会費を徴収しようとするときは、部会総会の承認を得なければならな

い。ただし、臨時的費用に充てるための分担金等はこの限りではない。 

 

（改廃） 

第 37条 この会則の改廃は、役員会の議を経て総会において行う。 

 

 

別表１ 基礎会費          （円） 

加盟校 1校毎 22,000 

 

別表２ 賛助会費          （円） 

在学者数 賛助会費 

500人以下 0 

501人～1,500人 5,000 

1,501人～3,000人 10,000 

3,001人～8,000人 15,000 

8,001人以上   20,000 

 付：別表２の在学者数は、加盟校が当該年度に文部科学省へ報告する４年制課程

以上の学部に在籍する学生数とする。  

 

 

附 則 

１ この会則は平成８年４月１日よりこれを施行する。 

２ 私立大学図書館協会部会細則はこの会則施行の日にこれを廃止する。 

３ 旧会則に基づいて制定した部会研究会細則は引き続き効力を有するものとする。 

４ 私立大学図書館協会幹事会設置要項（平成６年３月 11 日役員会承認）はこの会則施行の日に

これを廃止する。 

５ この改正会則は 2004年 9月 17日より施行する。 

６ この改正会則は 2015年 4月 1日より施行する。 

７ この会則改正により、「会費細則」は廃止する。 

 



私立大学図書館協会会則 施行細則 

 

（細則の目的） 

第１条 この細則は、私立大学図書館協会会則（以下「会則」という。）の施行に関し

必要な事項を定める。 

 

（加盟または脱退） 

第２条 会則第４条に規定する加盟または脱退の申込みは、加盟または脱退する前の

年度中に所属地区部会長校へ文書で行うものとする。 

 ２  加盟の期日は総会での承認年度の４月１日、また脱退の期日は総会承認の前

年度３月３１日とする。 

 ３  加盟または脱退が総会で承認された大学は、前項の取扱いに従い、会則第 25

条に定める会費を加盟年度からもしくは加盟年度まで納入しなければならな

い。 

 

（加盟校からの提案） 

第３条 本会加盟校は、会則第９条の総会議案を、地区部会長校を通じて会則第 31

条に規定する地区部会役員会および会則第 10 条の役員会に提起することがで

きる。 

 ２  また加盟校は、所属地区部会の審議を経ず、会長校を通じて会則第 10条に規

定する役員会に総会議案を提起することもできるものとする。 

 

（委員会） 

第４条 会則第 17 条第１項第２号の役員会議決に基づき設置される委員会として、

「国際図書館協力委員会」および「私立大学図書館協会ホームページ委員会」

を本会におく。 

 

（会長校補助） 

第５条 会則第 20条第２項に規定する会長校事務局員をおく場合は、その必要に応じ、

本会の一般会計に予算計上し、補助を行うことができるものとする。 

 

（施行細則の改廃） 

第６条 この細則の改廃は、会則第 10条に定める役員会においてこれを行う。 

 

 

附則 この施行細則は 2015年 4月 1日より施行する。 
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