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私立大学図書館協会 ２０１５年度西地区部会総会 議事録 
 

開催日時  ２０１５（平成２７）年６月１２日(金) １０時００分～１６時３０分 
開催場所  九州産業大学 １号館２階（S２０１番教室） 

                                  ＜敬称略＞ 
事務連絡 
 開会に先立ち、当番校 九州産業大学（田浦 圭）から会場の案内等の説明があった。 
 

開会のことば 当番校  九州産業大学図書館  事務部長        中尾 和弘 
開会の挨拶  当番校  九州産業大学図書館  館  長        渡邊 雄二 
歓迎の挨拶  当番校  九州産業大学      学  長        山本 盤男 
挨   拶  部会長校 福岡大学図書館    館  長        則松 彰文 
挨   拶  会長校  東洋大学図書館     館  長        青木 辰司 

 
配付資料確認 
  当番校九州産業大学（田浦 圭）から配付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、当番校九州産業大学図書館 館長 渡邊 雄二を選出した。 
役員校紹介 
  部会長校 福岡大学図書館（井口 紀子）から次の通り、紹介があった。 
＜２０１５年度役員校＞ 
  会長校              東洋大学 
  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 
  部会長校             福岡大学 
＜２０１５年度研究会幹事校＞ 
  東海地区研究会幹事校       愛知大学 ※欠席 
  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 ※欠席 
    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 ※欠席 
＜新規加盟予定校＞ （2015 年度予定：なし） 
部会成立宣言 



2 
 

  議長（渡邊 雄二）から加盟校 267 校中、出席校 76 校、欠席校 186 校、内委任状提出

校 184 校で、出席校と委任状提出校の合計が 260 校となり、本協会会則第 29 条に則り、

部会総会の成立を宣言した。 
 
報告事項 
 １．２０１４年度西地区部会会務報告 
    前年度部会長校 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」

3～7 頁により報告があった。 
 ２．２０１４年度各地区協議会会務報告及び各地区研究会報告 
    前年度部会長校 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」

8～25 頁により報告があった。 
 ３．２０１４年度私立大学図書館協会会務報告 
    会長校 東洋大学附属図書館 （千葉 信一）から「総会資料」26～44 頁により報

告があった。 
  ４．２０１５年度協会役員校、委員会および協会関連団体委員 

会長校 東洋大学附属図書館 （千葉 信一）から「総会資料」45～47 頁により報

告があった。 
 ５．その他 
        (1) これからの学術情報システムの在り方について 

立命館大学図書館（近藤 茂生）から、以下の説明があった。 
協会関連団体の一つであるこれからの学術情報システム構築検討委員会は、2012

年以降 11 回の会議を重ねてきたが、もとより NII のみで行うものではなく、大学図

書館と共同して考えていく性質のものである。今後具体的なシステムを考えていく

上では国公私立の各協議会での検討を推し進め、反映させて行くことが必要になる。

当該委員会における検討内容の共有という点から、この時点で一度説明を行うこと

が必要との判断が、報告の背景にある。 
その後、別紙資料「これからの学術情報システムの在り方について」に沿って報

告があった。 
協議事項 
 １．２０１４年度西地区部会決算（案）及び監査報告について 
    2014 年度決算（案）について、前年度部会長校 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」48～50 頁により報告があり、前年度監事校 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。 
 ２．２０１５年度西地区部会事業計画（案）について 
    2015 年度西地区部会事業計画（案）について、部会長校 福岡大学図書館（井口紀

子）から｢総会資料｣51 頁により説明があった。 
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    引き続き、2015 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 
 椙山女学園大学図書館館長（福永 智子）から「総会資料」51 頁により「学習環境と

しての図書館に必要な学修支援とは何か？」をメインテーマとして開催するとの説

明があった。 
    以上の説明について、異議なく承認された。 
 ３．２０１５年度西地区部会予算（案）について 
    2015 年度西地区部会予算（案）について、部会長校 福岡大学図書館（井口 紀子） 

から、「総会資料」52 頁により説明があった。予算（案）については、今年 3 月 6 
日（金）に開催された第 3 回役員会で承認された金額を計上している旨、説明があ 
った。 

    以上の説明について、異議なく承認された。 
承合事項 
   １. 電子書籍の購入に伴う会計処理について 
    広島経済大学図書館部長（西川 英治）より、承合事項「電子書籍の購入に伴う会

計処理について」のアンケートの目的および結果集計が別紙のとおり報告された。

その中で、会計処理において、「備品として処理」が 40 校、「消耗品として処理」が

38 校、回答からは処理の仕方「不明」が 2 校であった、また、会計処理に関する指

針として月報私学 Vol.156 (2010.12)が参考として示された。また、未回答の大学に

ついては、今からでも回答を送信して頂くよう依頼があった。 
確認事項 
      部会長校 福岡大学図書館（井口 紀子）から、「総会資料」53 頁の以下 2 項目につ 

いて説明があり、確認した。 
 １．２０１５・２０１６年度西地区部会役員校について 
    （１）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 
 



4 
 

    （２）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 
     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 
 ２．２０１５年度・２０１６年度西地区部会当番校について 

   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 
   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） 

３．２０１５年度西地区部会関連行事日程について 
   部会長校 福岡大学図書館（井口 紀子）から、「総会資料」54 頁に基づき 2015 年 

度西地区関連行事日程について説明があり、確認した。   
 ４．その他 

  (1)部会長校 福岡大学図書館（井口 紀子）から、2017 年度以降については「総会 
資料」55～56 頁を参照して頂き、2019 年度以降の未定の部分の選出について 
は、各地区協議会での検討を経て推薦をお願いする旨の発言があった。 

  (2)2016 年度西地区部会総会当番校 福山大学附属図書館 館長（青木 美保）から

挨拶があった。 
閉会の挨拶   当番校 九州産業大学図書館 館長   渡邊 雄二 
閉会のことば  当番校 九州産業大学図書館 事務部長 中尾 和弘 
総会終了      11:08 
 
昼 食    [図書館見学含む]（    ～12:50） 
場 所     九州産業大学 １号館２階（S２０１番教室） 
見 学    九州産業大学図書館、九州産業大学美術館、 
       業者展示（図書館 2 階） 
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講 演 13:00～14:00 
  場 所  九州産業大学 １号館２階（S２０１番教室） 
  演 題 「鎌倉時代末期の博多 ― 『博多日記』の世界 ―」 
  講  師 吉原 弘道 （九州産業大学基礎教育センター准教授） 
見 学 14:20～16：30 
      九州国立博物館、太宰府天満宮 
散 会 16:30 
    JR 博多駅まで貸切バスを運行し、帰りの便宜を図った。 
                                      以上  


