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私立大学図書館協会 ２０１４年度西地区部会総会 議事録 

 

開催日時  ２０１４（平成２６）年６月１３日(金) １０時００分～１６時３０分 

開催場所  神戸学院大学ポートアイランドキャンパス Ｂ号館１階（Ｂ１０５講義室） 

                                  ＜敬称略＞ 

事務連絡 

 開会に先立ち、当番校 神戸学院大学学生放送局（和田 宜浩）から会場の案内等の説 

明があった。 

 

開会のことば 当番校  神戸学院大学図書館  事務部長        吉見 直毅 

開会の挨拶  当番校   神戸学院大学図書館  館  長        池田 清和 

歓迎の挨拶  当番校  神戸学院大学      学  長        岡田 豊基 

挨   拶  部会長校 愛知学院大学図書館情報センター  館  長  白石 浩之 

挨   拶  会長校  立命館大学図書館          館  長  平野 仁彦 

 

配付資料確認 

  当番校 神戸学院大学学生放送局（和田 宜浩）から配付資料及び訂正箇所の確認とス

ケジュールの説明があった。 

 

議長選出 

  議長として、当番校 神戸学院大学図書館 館長 池田 清和を選出した。 

 

役員校紹介 

  部会長校 愛知学院大学 図書館情報センター（足立 祐輔）から次の通り、紹介があっ

た。 

＜２０１４年度役員校＞ 

  会長校              立命館大学 

  東海地区理事校          中部大学 

  京都地区理事校          奈良学園大学 

  阪神地区理事校          流通科学大学 

  中国・四国地区理事校       四国大学 

  九州地区理事校          久留米大学 

  監事校              広島修道大学 

  部会長校             愛知学院大学 

＜２０１４年度研究会幹事校＞ 

  東海地区研究会幹事校       名古屋学院大学 
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  京都地区研究会幹事校       畿央大学 ※欠席 

  阪神地区研究会幹事校       園田学園女子大学 ※欠席 

    中国・四国地区研究会幹事校    山陽学園大学  

  九州地区研究会幹事校       筑紫女学園大学 ※欠席 

＜新規加盟予定校＞ （2014 年度予定： 6 月 12 日現在） 

  関西医科大学附属図書館      2014.4.11 受理 （阪神地区） 

  兵庫医療大学附属図書館      2014.5.17 受理 （阪神地区） 

    薫英学園図書館           2014.5.28 受理 （阪神地区） 

 

部会成立宣言 

  議長（池田 清和）から加盟校 264 校中、出席校 101 校、欠席校 158 校、内委任状提

出校 146校で、出席校と委任状提出校の合計が247校となり、本協会会則第 24条に則り、

部会総会の成立を宣言した。 

 

報告事項 

   報告に先立ち、今年度より西地区部会総会においては、東地区部会に倣い、協会会務

報告は全て部会長校による報告とすることが確認された。 

 

 １．２０１３年度西地区部会会務報告 

    部会長校 愛知学院大学 図書館情報センター（足立 祐輔）から「総会資料」3～6

頁により報告があった。 

 ２．２０１３年度各地区協議会会務報告及び各地区研究会報告 

    部会長校 愛知学院大学 図書館情報センター（足立 祐輔）から「総会資料」7～

24 頁により報告があった。 

 ３．２０１３年度私立大学図書館協会会務報告 

    部会長校 愛知学院大学 図書館情報センター（足立 祐輔）から「総会資料」25～

43 頁により報告があった。 

  ４．２０１４年度協会役員校、委員会および協会関連団体委員 

部会長校 愛知学院大学 図書館情報センター（足立 祐輔）から「総会資料」44～

46 頁により報告があった。 

 ５．会則改正（案）について 

部会長校 愛知学院大学 図書館情報センター（足立 祐輔）から「総会資料」47～

56 頁により報告があった。前回の改正から 10 年を経て、会長校より、現行に則した

内容と文言となるよう、全体を見直す提案があり、常任幹事会などで検討を重ね、

会則改正（案）の提出となった経緯の説明、8 月の総会を以って承認されること及び

本則改正とともに施行細則を作成した旨、併せて説明があった。 
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 ６．その他 

    なし 

  

協議事項 

 １．２０１３年度西地区部会決算（案）及び監査報告について 

    2013 年度決算報告（案）について、部会長 愛知学院大学 図書館情報センター（足

立 祐輔）から「総会資料」58～60 頁により報告があり、監事校 広島修道大学 図書

館（社家 彰夫）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。 

 ２．２０１４年度西地区部会事業計画（案）について 

    2013 年度西地区部会事業計画（案）について、部会長校 愛知学院大学 図書館情

報センター（足立 祐輔）から｢総会資料｣61 頁により説明があった。 

    引き続き、2014 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 

 大谷大学 図書館 教育研究支援部事務部長（滝川 義弘）から「総会資料」61 頁によ

り「大学図書館と学修支援」をメインテーマとして開催すること、午後の講演会に

ついては加盟館図書館員へ無料公開とする旨、説明があった。 

    以上の説明について、異議なく承認された。 

 ３．２０１４年度西地区部会予算（案）について 

    2014 年度西地区部会予算（案）について、部会長校 愛知学院大学 図書館情報セ

ンター（足立 祐輔）から、「総会資料」62 頁により説明があった。 

    地区研究会交付金、予備費については昨年度同様である旨、併せて説明があった。 

    以上の説明について、異議なく承認された。 

 

承合事項 

  なし 

 

確認事項 

  部会長校 愛知学院大学 図書館情報センター（足立 祐輔）から、「総会資料」63～64  

頁の 4 項目の確認について説明があり、確認した。 

 １．２０１４・２０１５年度西地区部会役員校について 

    （１）2014 年度 

     部会長校             愛知学院大学 

東海地区理事校          中部大学 

     京都地区理事校          奈良学園大学 

     阪神地区理事校          流通科学大学 

     中国・四国地区理事校       四国大学 
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     九州地区理事校          久留米大学 

     監事校              広島修道大学 

     東海地区研究会幹事校       名古屋学院大学 

     京都地区研究会幹事校       畿央大学 

     阪神地区研究会幹事校       園田学園女子大学 

       中国・四国地区研究会幹事校    山陽学園大学 

     九州地区研究会幹事校       筑紫女子学園大学 

    （２）2015 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 

     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       京都文教大学 

     阪神地区研究会幹事校       梅花女子大学 

       中国・四国地区研究会幹事校     徳島文理大学 

     九州地区研究会幹事校       西南女学院大学 

 ２．２０１４年度・２０１５年度西地区部会当番校について 

   2014 年度 

   西地区部会総会          神戸学院大学  （阪神地区） 

   西地区部会研究会         大谷大学    （京都地区） 

  2015 年度 

   西地区部会総会          九州産業大学  （九州地区） 

   西地区部会研究会         椙山女学園大学（東海地区） 

  2016 年度以降については、「総会資料」65～66 頁を参照のこと、2014 年度中に

2018 年度までの担当校を決めたい旨、併せて説明があった。 

３．２０１５・２０１６年度協会各委員会委員の選出について 

  部会長校 愛知学院大学 図書館情報センター（足立 祐輔）から、各委員会委員に 

ついては、ほぼ確定しており、会長校 立命館大学に報告済みの旨、説明があった。 

４．２０１４年度西地区部会関連行事日程につて 

   部会長校 愛知学院大学 図書館情報センター（足立 祐輔）から、「総会資料」64 

    頁により 2014 年度西地区関連行事日程について説明があり、確認した。   
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 ５．その他 

   2015 年度西地区部会研究会当番校 九州産業大学図書館 館長 （渡邊 雄二） 

   から挨拶があった。 

 

閉会の挨拶   当番校 神戸学院大学図書館 館長   池田 清和 

閉会のことば  当番校 神戸学院大学図書館 事務部長 吉見 直毅 

  

総会終了  11:20 

 

館長懇話会 11:45～12:45 ※昼食を済ませてから開始 

  会 場 神戸学院大学 C 号館 1 階 会議室（A）  

C 号館 1 階 LSC カンファレンスルーム（B） 

  テーマ 「大学図書館に求められる学習支援について考える」 

昼 食    [図書館見学含む]（11:20～12:50） 

場 所     神戸学院大学 B 号館 1 階 B105 講義室 

見 学    神戸学院大学図書館（A 号館 2 階・3 階館内自由見学） 

       業者展示（A 号館 6 階） 

講 演 13:00～14:00 

  場 所  神戸学院大学 B 号館 1 階 B105 講義室 

  テーマ 「阪神・淡路大震災からの復興」 

  講演者 中山 久憲 教授（神戸学院大学現代社会学部） 

見 学 14:10～16：30 

  神戸学院大学ポートアイランドキャンパス（図書館含む）、ポートアイランド 4 大学連   

  携（兵庫医科大学、神戸夙川学院大学、神戸女子大学、神戸学院大学）、及び業者展示 

散 会 16:30 

        神戸学院大学ポートアイランドキャンパスから JR 三ノ宮経由 JR 新神戸行きバス 

    を運行（約 20 分） 

                                      以上  


