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私立大学図書館協会 2007 年度西地区部会総会 議事録 
 
開催日時   2007（平成19）年6月15日（金）9時30分～17時00分  

開催場所   立命館大学 朱雀キャンパス 中川会館5階ホール 

開会のことば 当番校 立命館大学図書館     課長      臼井  文子 

開会の挨拶  当番校 立命館大学図書館      館長      宝月   誠 

歓迎の挨拶  当番校 立命館大学  学長  川口  清史 

挨    拶   部会長校 大阪学院大学図書館 館長  金川   徹 

挨    拶   会長校 中央大学図書館      館長    古城  利明 
 
事務連絡 

当番校 立命館大学図書館（村山喜代美）から会場となっている建物のセキュリティについて

説明があり、加えて施設（レストラン・喫茶等）と協賛企業の展示場所の説明があった。 
 
配付資料確認  

当番校 立命館大学図書館（臼井文子）から配付資料の確認・説明があった。 
 
総会資料訂正  

（41頁上から3行目）総会交付金 → 総会費 
（41頁下から11行目）総会交付金 → 研究会交付金 

 
議長選出  

立命館大学図書館 宝月 誠 館長を選出した。  
 
部会成立状況 

部会総会の成立に必要な校数は、加盟247校の過半数＝124校以上となっており、出席校：102 
校、委任状提出校：144校、合計246校で、部会総会は成立した。 

 
役員校紹介  

部会長校 大阪学院大学図書館（矢田部伸治）から、下記の通り紹介があった。  
役員校（2007年度） 

会長校    中央大学（東地区） 
東海地区理事校   愛知淑徳大学 
京都地区理事校   京都学園大学 
阪神地区理事校   大手前大学 
中国・四国地区理事校 四国学院大学 
九州地区理事校   福岡大学 
監事校    龍谷大学 
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部会長校         大阪学院大学 
研究会幹事校 (2007年度)    

東海地区      中京大学（欠席） 
京都地区      花園大学（欠席） 
阪神地区      宝塚造形芸術大学（欠席） 
中国・四国地区   広島女学院大学（欠席） 
九州地区      熊本学園大学 

新規加盟校紹介（2007年度予定：6月15日現在） 
京都地区      長浜バイオ大学 
阪神地区          神戸ファッション造形大学（欠席） 
九州地区                   聖マリア学院大学（欠席） 
 以上が2007年4月1日現在。 

    東海地区          四日市看護医療大学 
阪神地区          神戸夙川学院大学 
中国・四国地区  環太平洋大学（間際のため案内出来ず、欠席） 
 

部会成立宣言 
加盟 247 校中、出席校 102 校、委任状提出校 144 校、合計 246 校で、部会総会成立を宣言し

た。 
 
報告事項  
１．西地区部会会務報告  

部会長校 久留米大学図書館（熊谷まゆみ）から、｢総会資料｣3 頁～6 頁にもとづき報告があ

った。  
２．各地区協議会および各地区研究会報告  

部会長校 久留米大学図書館（熊谷まゆみ）から、｢総会資料｣6頁～23頁にもとづき報告があ

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 中央大学

図書館（荒木康裕）から、｢総会資料｣24頁～39頁にもとづき報告があった。 
 
※ 質疑応答 
 ・鹿児島国際大学附属図書館（野中哲照館長）から総会資料3頁の館名変更中「…情報センター」 

から「…図書館」とされた事情について質問があり、当該の立命館大学図書館（大島事務部長） 
および龍谷大学図書館（鈴木事務部長）から説明がなされた。 

 ・九州女子大学附属図書館（高橋昇館長）から総会資料29頁の「協会賞審査委員会報告」に関 
して「内容詳細（審議過程を含む）を口頭発表ではなく活字で記載願いたい」旨の要望があり、 
会長校 中央大学図書館（荒木康裕）から「この秋に立教大学で開催予定の総会資料では掲載 
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の方向で対応したい」旨説明がなされた。 
 
協議事項  
１．2006年度西地区部会決算報告（案）および監査報告について  

2006年度決算報告（案）について、前部会長校 久留米大学図書館（熊谷まゆみ）から、｢総

会資料｣ 40～41頁について報告があり、前監事校 南山大学図書館（栗山義久）から監査報告

があった。  
以上について、審議の上承認された。  

２．2007年度西地区部会事業計画（案）について  
2007年度事業計画（案）について、部会長校 大阪学院大学図書館（矢田部伸治）から、｢総

会資料｣42頁にもとづき説明があった。  
  以上について質問はなく、2007年度事業計画（案）は承認された。 
３．2007年度西地区部会予算（案）について  

2007年度予算（案）について、部会長校 大阪学院大学図書館（矢田部伸治）から、｢総会資

料｣43～44頁にもとづき説明があった。 
  以上についての質問はなく、2007年度予算（案）は承認された。  
 
承合事項   
    なし  
 
確認事項  

部会長校 大阪学院大学図書館（矢田部伸治）から、｢総会資料｣45頁の確認事項について下記 
の通り紹介があった。  
１．2007･2008年度西地区部会役員校について  

役員校 
部会長校   大阪学院大学 
監事校              龍谷大学 

地区理事校 
東海地区   愛知淑徳大学  
京都地区   京都学園大学  
阪神地区   大手前大学  
中国・四国地区    四国学院大学  
九州地区   福岡大学 

研究会幹事校 
（2007年度） 
東海地区   中京女子大学  
京都地区   花園大学  
阪神地区   宝塚造形芸術大学  
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中国・四国地区       広島女学院大学  
九州地区   熊本学園大学 

  ２．2007･2008年度西地区部会当番校について  
（2007年度） 
西地区部会総会当番校 立命館大学（京都地区） 
西地区部会研究会当番校 福岡工業大学（九州地区） 

（2008年度） 
西地区部会総会当番校 愛知学院大学（東海地区） 
西地区部会研究会当番校 広島経済大学（中国・四国地区） 

 
３．西地区部会関連行事日程について 

部会長校 大阪学院大学図書館（矢田部伸治）から、｢総会資料｣45頁が紹介された。 
 
その他  
１． 電子メールの活用について 
   部会長校 大阪学院大学図書館（矢田部伸治）から、｢総会資料｣45 頁について説明があり、

提案どおり承認された。 
 
最後に本年度研究会当番校 福岡工業大学図書館 館長（村山理一）、次期総会当番校の愛知学院大学 
図書館情報センター館長（大野栄人）から挨拶があった。 
 
閉会の挨拶   当番校 立命館大学図書館 館長     宝月  誠 
閉会のことば  当番校 立命館大学図書館 課長      臼井 文子 
 
館長懇話会（昼食含む） 11：00～13：00 
昼食・図書館見学    11：00～13：00 
 
見学１ 立命館大学衣笠キャンパス 立命館大学国際平和ミュージアム（13：50～14：50） 
      特別展「ニューカレドニアの日系人【ラヴデー収容所からの手紙】」 
      常設展示、メディア資料室 
講演  立命館大学衣笠キャンパス 創思館１階カンファレンスルーム（15：00～15：30） 
      「過去と誠実に向き合う－立命館大学国際平和ミュージアムのこころ 
          －世界の平和博物館運動の現状と展望」 
      講師：立命館大学国際平和ミュージアム館長 
         立命館大学国際関係学部教授         安齋 育郎 
見学２ 京都国際マンガミュージアム   京都精華大学・京都市（16：00～17：00） 
      京都市中京区烏丸御池上ル （元龍池小学校） 
      特別展「海洋堂フィギュアミュージアム展 

～マンガキャラクターから恐竜まで・大集合～」 
      常設展示 
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※ 総会資料訂正（追加分／後日判明･指摘分等） 
１．（26頁上から24行目）2007年3月2日（水） → 2007年3月2日（金） 
２．（48頁「2007年度西地区部会総会出席者名簿」の２か所／共に「東海地区」） 

(1) 中部大学附属三浦記念図書館 課長 
        箕島 智子 様 → 蓑島 智子 様 

(2) 中部学院大学附属図書館 
        堀内 有紀 様 → 垣内 有紀 様 

３．（49頁「2007年度西地区部会総会出席者名簿」の１か所／「阪神地区」） 
(1) 英知大学図書館 → 聖トマス大学図書館 

       ※ 「2007年5月1日付で館名変更」と紹介させていただきましたが、正しくは 
         「2007年5月27日付で館名変更」 
         なお、このことに関連しまして、3頁と25頁にあります「加盟館名称変更(2007 

年4月1日から」の龍谷大学様の続きに 
 

（2007年5月27日から） 
英知大学図書館 
→ 聖トマス大学図書館 

 
       を追加願います。 


