
 

 

                          私立大学図書館協会西地区部会 
               ２００３（平成１５）年度第１回九州地区協議会議事録 
 
開催日時  ２００３年４月２４日（木）  １５：００～１７：００ 
 
会  場    宮崎観光ホテル ３階「 緋燿(ひよう)の間 」 
            〒880-8512 宮崎市松山１－１－１ 
            ＴＥＬ ０９８５－３２－５９２０ 
            ＦＡＸ ０９８５－２５－８７４８ 
 
出 席 者    ３７館 ６６名  （欠席館 ６館） 
 
Ⅰ. 報告事項 
 （１） 九州地区協議会関係 
 １.  ２００２年度九州地区協議会会務報告 
 ２.  未加盟館勧誘結果報告・・・長崎ウエスレヤン大学附属図書館が新規加盟 

 
 （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幹事館・副幹事館会議会務報告 
  
 （３） 西地区部会関係 
      １.  ２００２年度西地区部会会務報告 
      ２.  ２００２年度予算執行状況報告 
      ３.  ２００３年度事業計画（案）及び予算（案）について 
             総 会  ２００３年 ６月 ２０日（金）  名城大学 
             研究会 ２００３年  ９月  １９日（金）  就実女子大学 
      ４.  ２００３年度西地区部会総会開催要領（案）について 
      ５.  ２００３年度西地区部会研究会概要（案）について 
      ６.  館長懇話会（仮称）アンケート集計結果報告 
 
 （４） 私立大学図書館協会関係 
      １.  ２００２年度協会会務報告 
      ２.  ２００２年度協会賞・研究助成委員会審査結果報告 
      ３.  エルゼビア・サイエンス社問題に関する臨時委員会報告 
      ４.  協会ホームページ委員会報告 
      ５.  国際図書館協力委員会報告 

６.  ＩＬＬ一括清算処理について 
７.  ２００３年度永年金属表彰者について 

              西日本工業大学図書館 宗広明則氏が表彰される予定 
    ８.  第６４回（２００３年度）総会・研究大会について 
              総 会  ２００３年 ８月 ２０日（水）  法政大学 
              研究会 ２００３年  ８月  ２１日（木）    〃 
      ９.  ２００３年度協会並びに関連団体役員・委員会等の委員について 
              西南大学附属図書館の長岡武史氏がホームページ委員として活動する 
 



 

 

Ⅱ. 協議事項 
  （１） 九州地区協議会関係 
      １. 九州地区協議会幹事会内規の一部改正について（案） 
            改定案が示され、原案通り承認された。また、新規加盟館である長崎ウエ 
     スレアン大学を地区別加盟校名簿（中部地区）に記載する予定。 

 
 
２. 協会役員校・協議会当番校・研究会幹事校について（案） 

              原案通り承認された。 
 
       

３. 九州地区協議会ホームページの開設と運用について（案） 
    協議の際に、九州情報大学南図書館長から、本会としてメーリングリスト作成も検

討してはどうかという旨の意見があり、本会理事校から、定例幹事会に諮りながら検
討したいという旨の回答があった。 

    協議の結果、原案通り承認された。 
 
   
 （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役員館・当番館について（案） 
              以下のとおり選出された。 
                                                                                 
        平成１５年度       平成１６年度  
   私立大学部会副幹事館  九州共立大学   九州共立大学  
   表彰委員館   九州ルーテル学院大学   未定  
   編集委員館   九州看護福祉大学   未定  
   監査館   筑紫女学園大学   未定  

 
 当番館・・・福岡地区 福岡教育大学の予定 

 
 
      ２. 九州地区大学図書館協議会総会の協議題に関する対応について（案） 
       「九州地区大学図書館協議会における電子ジャーナル等のコンソーシアム結成につ

いて」の具体的な取り組みの成果は期待されると共に、進展に向けてのワーキンググ
ループ編成が提案され、加盟館のコンソーシアムの原則を理解した上での利用を進め
てはどうかという方向性を確認、承認された。 

 
 
 
 
Ⅲ. 承合事項 

なし 
 
 
 



 

 

Ⅳ. 確認事項 
 （１） 外国新聞分担保存について 
 
  （２） 当番館・幹事校等の確認 
       
      
   １. 九州地区協議会関係 
   
  ２００４～２００６年度九州地区協議会当番校                                   

 ２００４年度  第一経済大学  
 ２００５年度  崇城大学  
 ２００６年度  鹿児島国際大学  

       
     
  ２００３年度九州地区協議会幹事校                                             

   福 岡 北    福 岡 南     中   部     南   部  
 地 区 別 九州共立大学 筑紫女学園大学 長崎総合科学大学 宮崎産業経営大学  
 職 務 上 九州共立大学 福岡工業大学    

   
 
  ２００３年度九州地区協議会定例幹事会当番校                                   

  第１回  第一薬科大学  ２００３年度九州地区研究会幹事校  
  第２回  第一経済大学  ２００４年度九州地区協議会当番校  

  
 
  ２００３～２００６年度 九州地区研究会幹事校及び研究発表ローテーション校     

 ２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 
研究会幹事校 第一薬科大学 筑紫女学園大学 近畿大学九州工学部 日本文理大学 
研究発表校 鹿児島国際大学 西南女学院大学 近畿大学九州工学部 西日本工業大学
    〃 福岡女学院大学 筑紫女学園大学 第一薬科大学 日本文理大学 
    〃 中村学園大学 西九州大学 活水女子大学 南九州大学 
    〃 宮崎産業経営大学 崇城大学 別府大学 沖縄大学 

    
 
  ２００３年度九州地区研究会準備委員会委員校                                   
２００４年度研究会幹事校 筑紫女学園大学 
２００４年度研究発表校 西南女学院大学、筑紫女学園大学、西九州大学、崇城大学
２００３年度理事校 九州共立大学 

 
 
  ２００３年度外国新聞分担保存運営委員会幹事館及び委員館                       

 幹 事 館  西南学院大学  
 委 員 館  福岡大学、久留米大学、熊本学園大学  

 



 

 

     ２. 私立大学図書館協会西地区部会関係 
 
   西地区部会関係役員校                                                         

 ２００３年度・２００４年度九州地区理事校  九州共立大学  
 ２００５年度・２００６年度九州地区理事校  九州東海大学  
 ２００５年・２００６年度西地区部会部会長校  久留米大学  
 ２００５年度西地区部会総会当番校  沖縄国際大学  

 
      ３. 九州地区大学図書館協議会関係 
 
    ２００３（平成１５）年度九州地区大学図書館協議会役員校                       

 総会当番館  宮崎大学  
 副幹事館  九州共立大学（私大図協九州地区理事校）  
 表彰委員館  九州ルーテル学院大学  
 編集委員館  九州看護福祉大学  

 
Ⅴ. その他 
  （１） 次期当番校紹介及び挨拶 
      １. 私立大学図書館協会西地区部会関係 
 
    ２００３年度 九州地区協議会理事校      九州共立大学 
 
    ２００３年度 九州地区協議会地区別幹事校 
                  福岡北部地区                    九州共立大学 
                  福岡南部地区                    筑紫女学園大学 
                  九州中部地区                    長崎総合科学大学 
                  九州南部地区                    宮崎産業経営大学 
 
    ２００３年度 九州地区研究会幹事校      第一薬科大学 
 
    ２００３年度 外国新聞分担保存運営委員館 
                  幹事館                          西南学院大学 
                  委員館                          福岡大学 
                                                  久留米大学 
                                                  熊本学園大学 
 
    ２００４年度 九州地区協議会当番校            第一経済大学 
 
  （２） 九州地区大学図書館協議会関係 
    平成１５年度 私立大学部会副幹事館            九州共立大学 
         〃       表彰委員館                      九州ルーテル学院大学 
         〃       編集委員館                      九州看護福祉大学 
         〃       監査館                          筑紫女学園大学 

以 上 


