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私立大学図書館協会 ２０１１年度西地区部会総会 議事録 

 

開催日時 ２０１１（平成２３）年６月１７日（金）１０時００分～１４時３５分  

開催場所 倉敷芸術科学大学 ヘルスピア倉敷 ２階 多目的ホール  

事務連絡  

開会に先立ち当番校 倉敷芸術科学大学図書館事務長代理（伊藤博道）から会場の案内等の説 

明があった。  

 

開会のことば 当番校  倉敷芸術科学大学図書館事務長代理  伊藤 博道 

開会の挨拶  当番校  倉敷芸術科学大学図書館長      時任 英人  

歓迎の挨拶  当番校  倉敷芸術科学大学学長        添田 喬 

挨拶     部会長校 広島修道大学図書館長        森川 泉 

挨拶     会長校  立教大学図書館長          石川 巧 

 

配付資料確認  

当番校 倉敷芸術科学大学図書館（伊藤博道）から配付資料の確認とスケジュールの説明があ 

った。  

 

資料訂正 

総会資料 （３頁） 下から１７行目：２０１０年 ３月２３日 届出 

                    ２０１１年 ３月 ４日 受理 

       （１６頁）下から１９行目と２０行目の間に「議 題：」を追加 

       （１７頁）下から１０行目の③を②にし、３）相互利用担当者会の続きに移動さ

せる。 

 

議長選出  

倉敷芸術科学大学図書館長 時任英人を選出した。  

 

役員校紹介  

部会長校 広島修道大学図書館（常広一信）から次のとおり紹介があった。  

＜２０１１年度役員校＞ 

会長校            立教大学 

東海地区理事校        中京大学 

京都地区理事校        奈良大学 

阪神地区理事校        桃山学院大学 

中国・四国地区理事校     広島工業大学 

九州地区理事校        熊本学園大学 

監事校            関西大学 

部会長校           広島修道大学 

＜２０１１年度研究会幹事校＞ 

東海地区研究会幹事校     中部大学 

京都地区研究会幹事校     金沢工業大学  

阪神地区研究会幹事校     大阪女学院大学（当日欠席） 

中国・四国地区研究会幹事校  川崎医療福祉大学 
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九州地区研究会幹事校     九州女子大学  

＜今年度総会・研究会担当校＞  
  総会担当校          倉敷芸術科学大学  

研究会担当校         甲南大学 

＜前年度監事校＞        大阪学院大学 

  ＜前年度部会長校＞       同志社大学 

    ＜新規加盟予定校＞ （２０１１年予定：６月１６日現在、受理順）  

阪神地区  滋慶医療科学大学院大学      ２０１１年 ２月２５日受理 

九州地区  純真学園大学           ２０１１年 ４月２５日受理 

京都地区  京都華頂大学           ２０１１年 ５月１２日受理 
       （オブザーバーとして参加。紹介があった。） 

阪神地区  大阪河﨑リハビリテーション大学  ２０１１年 ６月 １日受理  
 
部会成立宣言  

議長（時任英人）から加盟校２６０校中、出席校８３校、欠席校１７７校、内委任状提出校

１７５校で、出席校と委任状提出校の合計が２５８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  

１．西地区部会会務報告  

前部会長校 同志社大学図書館（藤井信弘）から「総会資料」３～７頁により報告があっ

た。 

２．各地区協議会会務報告および各地区研究会報告  

前部会長校 同志社大学図書館（藤井信弘）から「総会資料｣７～２２頁により報告があ

った。  

３．私立大学図書館協会会務報告  

私立大学図書館協会会務報告、協会関係事項および協会関連事項について、会長校 立教

大学図書館（阿久津美都子）から｢総会資料｣２３～４２頁により報告があった。  

 

協議事項  

１．２０１０年度西地区部会決算報告（案）および監査報告について  

２０１０年度決算報告（案）について、前部会長校 同志社大学図書館（藤井信弘）から

｢総会資料｣４３頁により報告があり、前監事校 大阪学院大学図書館（中村保夫）から監査

報告があった。  

以上について、異議なく承認された。  

 ２．２０１１年度西地区部会事業計画（案）について  

２０１１年度事業計画（案）について、部会長校 広島修道大学図書館（常広一信）から

｢総会資料｣４５頁により提案があった。  

引き続いて２０１１年度西地区部会研究会開催次第（案）について、研究会当番校 甲南

大学（山田義人）から「総会資料」４５頁により提案があった。  

以上の提案に対して、次の質疑応答があった。  

Ｑ)九州女子大学 高橋昇図書館長 

・研究会の開催要項、発表者のレジュメをホームページにアップする。  

・発表者への質疑がホームページ上で可能となるよう計らう。 

・研究会発表内容を動画配信する。 
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     ・これらのことは、２００７年から質問しているが進展がみられない。進捗状況をホ

ームページ上で公開して欲しい。 

Ａ）部会長校 広島修道大学図書館常広一信 

・ホームページ委員会等で検討いただいているとの報告は受けている。 

・研究発表の動画公開は、必ずしも発表者の賛同が得られる状況ではないとも聞いて

いる。ご意見は伝える。 

     ・検討の進捗状況が伝えられるよう計らいたい。 

この件について、審議の結果承認された。 

３．２０１１年度西地区部会予算（案）について  

２０１１年度予算（案）について、部会長校 広島修道大学図書館（常広一信）から｢総

会資料｣４６頁により説明があった。  

特に「予備費」が昨年比５０万円の増額になっている点について、繰越金を少なくし有

効かつ効果的に使うことを考慮して、今年度は各地区協議会の研究会に対して役員会の事

前承認を条件として各地区１０万円を上限に補助する予算編成としたことの説明があった。 

以上の提案に対して、次の質疑応答があった。  

Ｑ）奈良大学図書館課長 奥野貞介 

・予備費の使途について、研究会のみならず地区協議会の経費として支出できるよう計

らって欲しい。 

Ａ）部会長校 広島修道大学図書館常広一信 

・ご指摘のような弾力的な予算化について、役員会に諮り検討したい。 

この件について、異議なく承認された。  

  

承合事項  

なし  

 

確認事項  

部会長校 広島修道大学図書館（常広一信）から、｢総会資料｣４７頁の３項目の確認事項につ

いて説明があり、確認した。  

１．２０１１・２０１２年度西地区部会役員校について  

部会長校           広島修道大学 

東海地区理事校        中京大学 

京都地区理事校        奈良大学 

阪神地区理事校        桃山学院大学 

中国・四国地区理事校     広島工業大学 

九州地区理事校        熊本学園大学 

監事校            関西大学 

東海地区研究会幹事校     中部大学 

京都地区研究会幹事校     金沢工業大学 

阪神地区研究会幹事校     大阪女学院大学 

中国・四国地区研究会幹事校  川崎医療福祉大学 

九州地区研究会幹事校     九州女子大学 

２．２０１１年度・２０１２年度西地区部会当番校について 

２０１１年度 
西地区部会総会        倉敷芸術科学大学 （中国・四国地区） 
西地区部会研究会       甲南大学     （阪神地区） 
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２０１２年度 
西地区部会総会        金沢工業大学（京都地区） 
西地区部会研究会       鹿児島国際大学（九州地区） 

３．西地区部会関連行事日程について  

部会長校 広島修道大学図書館（常広一信）から｢総会資料｣４７頁により２０１1 

年度西地区関連行事日程について説明があり、確認した。  

 

最後に、２０１１年度西地区部会研究会当番校 甲南大学図書館長（田中 修）、２０１２年

度西地区部会総会当番校 金沢工業大学ライブラリーセンター館長（竺 覚暁）から挨拶があっ

た。  

 

その他  

なし  

 

閉会の挨拶 当番校 倉敷芸術科学大学 図書館長 時任 英人  

閉会のことば 当番校 倉敷芸術科学大学 事務長代理 伊藤 博道  

 

 

館長懇話会 １１：５０～１３：００  

会 場 倉敷芸術科学大学 ヘルスピア倉敷 ２階 フィットネスルーム２ 

テーマ 「大学図書館における学習支援の可能性と限界」  

 

昼食・図書館見学 １２：００～１３：００  

 

講 演 １３：００～１４：３０  

会 場 倉敷芸術科学大学 ヘルスピア倉敷 ２階 多目的ホール  

テーマ 「文化力を考える」  

講演者 大原美術館理事長、倉敷芸術科学大学客員教授 大原 謙一郎 氏  

 

閉 会 １４：４０ 

 

移 動 １４：４５ （バスで移動） 

コース１  倉敷芸術科学大学 ヘルスピア倉敷→ＪＲ倉敷駅方面 

コース２  ＪＲ新倉敷駅 

 

見 学 １５：３０ 倉敷美観地区 大原美術館 加計美術館 

（倉敷美観地区にて自由解散）  

 

以  上 


