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私立大学図書館協会西地区部会 

2020（令和 2）年度 九州地区協議会 議事録 

１．日時（期間）： 2020（令和 2）年 4月 23日（木）～30日（木） 

２．場所： メール会議 

※KKR ホテル熊本で開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

4 月 24 日（金）九州地区大学図書館協議会総会の開催方法が書面回議に変更されたこ

とを受けて、九州地区協議会（私立大学部会）も書面回議をメールにて実施することと

した。 

３．加盟館数 ： 49 校 
※福岡国際医療福祉大学(2020年度加盟予定)を含む

※協議事項、確認事項の回答校数は 48 校（加盟予定館を除く）

資料確認

①私立大学図書館協会西地区部会 2020 年度九州地区協議会資料（pp.1～60） 
  ②承合事項（議事なし）

③2020 年度九州地区協議会（メール書面回議）回答用紙（p.1～3）

※次第訂正

添付資料『次第（p.1）』１.日時 

（誤） 2020 年 4月 23日（木）～5月 1日（金） 

（正） 2020 年 4月 23日（木）～4月 30日（木）

議事

Ⅰ．報告事項

（１）九州地区協議会関係

①2019 年度九州地区協議会及び決算報告

添付資料『Ⅰ報告事項（pp.5～6）』のとおり報告がなされた。

②第 1 回定例幹事会報告

添付資料『Ⅰ報告事項（pp.7～8）』のとおり報告がなされた。

③2019 年度九州地区研究会及び決算報告

添付資料『Ⅰ報告事項（pp.9～10）』のとおり報告がなされた。

④研究会準備委員会報告

添付資料『Ⅰ報告事項（pp.11～13）』のとおり報告がなされた。

⑤第 2 回定例幹事会報告

添付資料『Ⅰ報告事項（pp.13～16）』のとおり報告がなされた。
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⑥臨時幹事会報告

添付資料『Ⅰ報告事項（pp.17～18）』のとおり報告がなされた。

（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

添付資料『Ⅰ報告事項（p.21）』のとおり報告がなされた。

（３）西地区部会関係

①2020 年度西地区部会事業計画（案）および予算（案）について

添付資料『Ⅰ報告事項（pp.25～26）』のとおり報告がなされた。

②2020 年度予算の暫定執行について

添付資料『Ⅰ報告事項（p.26）』のとおり報告がなされた。

③2020 年度西地区部会総会開催概要（案）について

添付資料『Ⅰ報告事項（p.27）』のとおり報告がなされた。

④2020 年度西地区部会研究会開催概要（案）について

添付資料『Ⅰ報告事項（p.28）』のとおり報告がなされた。

⑤西地区部会の組織・スリム化に向けて（理事校交通費等経費補助含む）

添付資料『Ⅰ報告事項（pp.29～30）』のとおり報告がなされた。

⑥2020 年度西地区部会関連行事日程について

添付資料『Ⅰ報告事項（p.31）』のとおり報告がなされた。

⑦2020・2021 年度西地区部会役員校・当番校一覧

添付資料『Ⅰ報告事項（pp.32～34）』のとおり報告がなされた。

（４）私立大学図書館協会関係

①次期役員校、総会当番校の選出について

添付資料『Ⅰ報告事項（p.37）』のとおり報告がなされた。

②第 81 回総会・研究大会の開催について 
添付資料『Ⅰ報告事項（p.38）』のとおり報告がなされた。

③行事・会議予定

添付資料『Ⅰ報告事項（p.39）』のとおり報告がなされた。

④加盟校について

添付資料『Ⅰ報告事項（p.40）』のとおり報告がなされた。

※九州地区協議会 2020年度加盟申込校 福岡国際医療福祉大学

Ⅱ．協議事項

（１）九州地区協議会関係
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１）2020 年度九州地区協議会研究会について

添付資料『Ⅱ協議事項（p.43）』のとおり提案され、原案どおり承認された。

承認する（48 校） 承認しない（0 校） 
２）2023・2024 年度以降の九州地区協議会理事校の推薦について

承認する（48 校） 承認しない（0 校） 
３）「九州地区協議会役員校等ローテーション表」について

添付資料『Ⅱ協議事項（pp.45～48）・2020 年度 九州地区協議会(メール書面回議) 回

答用紙（p.1）』のとおり提案され、原案どおり承認された。

承認する（48 校） 承認しない（0 校） 
４）総会・研究会開催時における災害等の対応についてのガイドライン（案）

添付資料『Ⅱ協議事項（p.49・2020 年度 九州地区協議会(メール書面回議) 回答用

紙（p.2））』のとおり提案され、原案どおり承認された。

承認する（48 校） 承認しない（0 校） 
５)九州地区研究会の加盟館以外への呼びかけについて

添付資料『Ⅱ協議事項（p.43）・2020 年度 九州地区協議会(メール書面回議) 回答

紙（p.2））』に基づき提案がなされ、以下の通り意見がだされた。

承認する（47 校）承認しない（1 校）

非会員館の参加額を別に設定し、広く呼びかける方が良いと思う。（西南学院大

学） 以上、今回は、加盟館以外の参加希望があれば拒否はしないとの提案でもあり、

承認多数で、原案どおり承認された。

ただし、意見は、今後の参考として記録する。

６)2020 年度九州地区協議会年会費について

添付資料『Ⅱ協議事項（p.43）・2020 年度 九州地区協議会(メール書面回議) 回答

用紙（p.2）』のとおり提案され、原案どおり承認された。

承認する（48 校） 承認しない（0 校）

（２）九州地区大学図書館協議会関係

１）2020 年度九州地区大学図書館協議会の役員校について

添付資料『Ⅱ協議事項（p.44）・2020 年度 九州地区協議会(メール書面回議) 回答

用紙（p.3）』のとおり提案され、原案どおり承認された。

承認する（48 校） 承認しない（0 校）

Ⅲ．承合事項

・以下の 1 件が提案された

（１）資料保存期間の取り決めについて（沖縄国際大学）

添付資料『2. 2020年度九州地区協議会承合事項回答綴』にて集約。 
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Ⅳ．確認事項 
（１）九州地区協議会ＨＰ及びＭＬの運用について 

添付資料『Ⅳ確認事項（pp.53～54）』のとおり確認がなされた。 
（２）「新規加盟申請書」記載事項の変更について 

添付資料『Ⅳ確認事項（pp.53～54）』のとおり確認がなされた。 
（３）「加盟校基礎データ変更届」の変更について 

添付資料『Ⅳ確認事項（pp.53～55）』のとおり確認がなされた。 
（４）九州地区協議会年度別幹事校 

添付資料『Ⅳ確認事項（p.56）』のとおり確認がなされた。 

 

※訂正（別紙 差替え資料） 

 地区別加盟校名簿（五十音順）D 九州南部 

 （誤） （D-1）沖縄大学  

（D-3）沖縄国際大学(2020脱退予定)  

 （正） （D-1）沖縄大学(2020脱退予定) 

        （D-3）沖縄国際大学 

※その他回答（本文ママ） 
・本館は、2020 年度の九州地区協議会・九州南部地区の幹事校となっておりま    

す。幹事校の経験がないため、幹事校の業務についてご教示いただきたく存じ

ます。ご多用のところお手数をおかけして大変恐縮ですが、どうぞよろしくお

願いいたします。（第一工業大学） 
 

・研究・事例報告分担校ローテーションの件 
       標記件に関しましては、皆様ご存じのように現在、A,B,C,D の地区別(資料 P56） 

にローテーションが組まれており（資料 P47)「２）九州地区協議会役員校ロー

テンション表（2019 年度版）の注釈 2）におおむね６～７年間隔とする」とさ

れ、加盟各校に発表の機会が設けられております。しかしながら、現時点では

地区別の加盟校数に偏りがあるために、資料 P47 に示す今後の「研究・事例報

告分担校」の予定を見てみますと、九州南部、福岡北地区では注釈に近い間隔

で報告の機会を得ておりますが、九州中部、福岡南地区の加盟校では 10 年以

上発表の機会が得られていないようです。発表の機会均等の観点より、発表の

ローテーションを単なる地区の順番ではなく、加盟校数を加味した地区の順番

とし、各校の発表機会を確保すべきと考えます。ご一考願います。 
（西日本工業大学） 

       （理事校注記）地区別加盟校の不均衡に関しては、2019 年度第 2 回定例幹事会

（私立大学図書館協会 HP 議事録記載）でも意見が出され、今後



5 
 

の検討課題となっている。 
 
（５）本会関係行事・会議等スケジュール 

添付資料『Ⅳ確認事項（p.57）』のとおり確認がなされた。 

[周知事項] 
    ・福岡女学院大学より（本文ママ） 

(5)本会関係行事・会議等スケジュール（P57）において、「2020 年 6 月予定 九    

州地区協議会 第 1 回定例幹事会」および「2020 年 9 月 4 日(金) 九州地

区研究会」の開催場所が本学（福岡女学院大学）となっておりますが、コロナ

ウィルスの影響により変更となる可能性があります。理事校の福岡工業大学

様と協議後、確定次第にご報告させていただきます。 
 

（６）外国新聞分担保存について 
添付資料『Ⅳ確認事項（p.57）』のとおり確認がなされた。 

 
Ⅴ．その他 
（１）2020 年度の当番校・幹事校・役員校等の紹介 

添付資料『Ⅳ確認事項（p.60）』のとおり確認がなされた。 
 
 
 

以 上 
 

（記録：長崎純心大学早坂記念図書館） 
 
 



*赤字：2019.4以降修正分

理 事 校
前 理 事 校
次期理事校

第１回幹事会
研究会当番校

第２回幹事会
次期協議会当番校

2016（平成28)年度 A-1 九州共立 B- 5 聖マリア学院 C- 8 崇城 D- 5 鹿児島純心女子 沖縄国際 九州国際 沖縄 九州看護福祉('17年度担当）

2017（平成29)年度 A-3 九州女子　 B- 6 日本経済 C- 9
長崎ウエスレ
ヤン

D- 3 沖縄国際 九州国際 沖縄国際 長崎国際 鹿児島国際('18年度担当）

2018（平成30)年度 A-4 近畿大学産業 B- 7 第一薬科 C-10 長崎外国語 D- 6 九州保健福祉 九州国際 - 宮崎国際 日本赤十字九州国際看護('19年度
担当）

2019（平成31・令和元)年度 A-2 九州国際 B- 8 筑紫女学園 C-11 長崎国際 D- 7 志學館 福岡工業 九州国際 日本文理 長崎純心（'20年度担当）

2020（令和2)年度 A-5 西南女学院 B- 9 純真学園 C-12 長崎純心 D- 8 第一工業 福岡工業 久留米 福岡女学院 沖縄キリスト教学院（'21年度担当）

2021（令和3)年度 A-6 西日本工業 B-12 福岡歯科 C-13 長崎総合科学 D- 9 南九州 久留米 福岡工業 九州女子 久留米 筑紫女学園（'22年度担当）

2022（令和4)年度 A-7
日本赤十字九
州国際看護

B-13 福岡女学院 C-17 別府 D-10 宮崎国際 久留米 崇城 活水女子（'23年度担当）

2023（令和5)年度 A-2 九州国際 B-16 サイバー C-18
立命館アジア太
平洋

D-5
鹿児島純心女
子

久留米 南九州（'24年度担当）

 

（B-1） 久留米工業大学 （C-1） （D-1）

（B-2） 久留米大学 （C-2） （D-2）

（B-3） 九州情報大学(2020脱退予定) （C-3） （D-3）

（B-4） 西南学院大学 （C-4） （D-4）

（B-5） 聖マリア学院大学 （C-5） （D-5）

（B-6） 日本経済大学 （C-6） （D-6）

（B-7） 第一薬科大学 （C-7） （D-7）

（B-8） 筑紫女学園大学 （C-8） （D-8）

（B-9） 純真学園大学 （C-9） （D-9）

（B-10） 中村学園大学 （C-10） （D-10）

（B-11） 福岡工業大学 （C-11） （D-11）

（B-12） 福岡歯科大学 （C-12）

（B-13） 福岡女学院大学 （C-13）

（B-14） 福岡大学 （C-14）

（B-15） 保健医療経営大学 （C-15）

（B-16） （C-16）

（C-17）

（C-18）

－
 56 －

（4）九州地区協議会　年度別幹事校

地　　区　　別 職　務　上 内規第３条第３号による出席

福　岡　北 福　岡　南 中　　部 南　　部

地区別加盟校名簿（五十音順）

Ａ　福岡北（7 6校） Ｂ　福岡南（16校）
Ｃ　九州中部（18校）

佐賀、長崎、熊本、大分
Ｄ　九州南部（11 9校）
宮崎、鹿児島、沖縄

　　（A-1)　　九州共立大学（2018脱退） 活水女子大学 沖縄大学(2020脱退予定)

　　（A-2)　　九州国際大学　　 九州看護福祉大学 沖縄キリスト教学院大学

　　（A-3)　　九州女子大学　　 東海大学 沖縄国際大学

　　（A-4)　　近畿大学産業理工学部　　 九州ルーテル学院大学 鹿児島国際大学(2020脱退予定)

　　（A-5)　　西南女学院大学　　 熊本学園大学 鹿児島純心女子大学

　　（A-6)　　西日本工業大学　　　　 熊本保健科学大学 九州保健福祉大学

　　（A-７)　　日本赤十字九州国際看護大学 尚絅大学 志學館大学

崇城大学 第一工業大学

長崎ウエスレヤン大学 南九州大学

長崎外国語大学 宮崎国際大学

日本文理大学

長崎国際大学 沖縄科学技術大学院大学

長崎純心大学

長崎総合科学大学

西九州大学

サイバー大学 平成音楽大学

福岡国際医療福祉大学 別府大学

(2020加入予定) 立命館アジア太平洋大学
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