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私立大学図書館協会 ２００８年度西地区部会総会 議事録 

 

開催日時   ２００８（平成２０）年６月１３日（金）１０時００分～１６時３０分  

開催場所   愛知学院大学 日進キャンパス学院会館１階ホール 

開会のことば 当番校 愛知学院大学図書館情報センター   事務長 足立 祐輔 

開会の挨拶  当番校 愛知学院大学図書館情報センター   館 長 大野 栄人 

歓迎の挨拶  当番校 愛知学院大学            学 長 小出 忠孝 

 ※ 小出 忠孝学長が公務出張中のため、鹿島 竜童学監が「歓迎の挨拶」をされました。 

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 

 

配付資料確認  

当番校愛知学院大学図書館情報センター（足立祐輔）から配付資料の説明があり、加えて

日程の説明があった。  

 

総会資料訂正  

（５０頁）出席校  ９０大学 →  ８７大学 

（５０頁）欠席校 １６４大学 → １６７大学 

※ なお、参加人数についてはまだ確認出来ていない旨説明があった。 

議長選出  

愛知学院大学図書館情報センター 大野 栄人 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２５４校の過半数＝１２７校以上となっており、 

出席校：８７校、委任状提出校：１４５校、合計２３２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（２００８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  

部会長校          大阪学院大学 
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当番校（２００８年度） 

西地区部会総会当番校 愛知学院大学 

西地区部会研究会当番校 広島経済大学 

研究会幹事校 (２００８年度)    

東海地区      同朋学園大学 

京都地区      北陸大学（欠席） 

阪神地区      関西福祉大学（欠席） 

中国・四国地区   吉備国際大学（欠席） 

九州地区      九州国際大学 

新規加盟校紹介（２００８年度予定：６月１３日現在） 

日本赤十字九州国際看護大学（九州地区）  ２００８年 １月２３日受理（欠席） 

    北陸学院大学（京都地区）         ２００８年 ４月 ８日受理（欠席） 

    修文大学（東海地区）           ２００８年 ４月１７日受理 

    保健医療経営大学（九州地区）       ２００８年 ４月２５日受理（欠席） 

神戸常盤大学（阪神地区）         ２００８年 ５月１４日受理（欠席） 

※ 「総会資料」には、(２００８年３月３１日現在)での１校のみの記載とした旨説明。  

 

部会成立宣言 

加盟２５４校中、出席校８７校、委任状提出校１４５校、合計２３２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 大阪学院大学図書館（矢田部伸治）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 大阪学院大学図書館（矢田部伸治）から、｢総会資料｣６頁～２４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（工藤邦弘）から、｢総会資料｣２５頁～３９頁にもとづき報告があった。  

 

協議事項  

１．２００７年度西地区部会決算報告（案）および監査報告について  

２００７年度決算報告（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｣４０～４１頁について報告があり、監事校 龍谷大学図書館（甲野浩史）

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。  
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２．２００８年度西地区部会事業計画（案）について  

２００８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、２００８年度事業計画（案）は承認された。 

※ なお、九州女子大学 高橋昇図書館長より、会長校の会務報告に協会ホームページの容量が増大した 

ことの報告があった事を踏まえ、昨年度の部会総会でも要望させて頂いた次の２件について是非実現 

願いたい旨要望があった。 

１．部会総会資料を前もって協会ホームページにアップすること 

２．各地区協議会のものを含め、部会研究会研究発表原稿を協会ホームページにアップすること 

    （根拠：協会ホームページの容量が増大したことで、前提条件が満たされ、「２」を実現することは、

部会事業計画（案）に挙げられている各地区協議会・研究会活動の支援にもつながる。） 

      以上の要望に対し、部会長校事務局 矢田部より、今回も事前に「部会総会資料」をアップ出来な

かったことのお詫びと「２」については、著作権上の問題等、慎重に進める必要もあるため、今暫く

の猶予を頂きたい旨説明があり、了承された。 

３．２００８年度西地区部会予算（案）について  

２００８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頁にもとづき説明があった。 

   以上についての質問はなく、２００８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｣４４頁の確認事項につ

いて下記の通り紹介があった。 

  １．２００８年度西地区部会関係 役員校・当番校ほか  

前記のとおり（総会開催冒頭で紹介させて頂いたため、省略） 

２．２００９年度西地区部会関係 役員校・当番校ほか  

役員校 

部会長校   同志社大学 

東海地区理事校  名古屋外国語大学・名古屋学芸大学  

京都地区理事校  京都女子大学  

阪神地区理事校  関西外国語大学  

中国・四国地区理事校 ノートルダム清心女子大学  

九州地区理事校  九州産業大学 

監事校   大阪学院大学 

当番校 

西地区部会総会当番校 武庫川女子大学 
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西地区部会研究会当番校 京都産業大学 

研究会幹事校 

東海地区   豊田工業大学  

京都地区   金沢学院大学  

阪神地区   神戸山手大学  

中国・四国地区  聖カタリナ大学 

九州地区   長崎純心大学 

なお、本年度研究会当番校 広島経済大学図書館 部長（西川 英治）、次期総会当番校

の武庫川女子大学 図書館長（清水 良次）から挨拶があった。  

 

その他  

１．西地区部会関連２００８年度予定表について 

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。 

   

閉会の挨拶   当番校 愛知学院大学図書館情報センター   館 長 大野 栄人 

閉会のことば  当番校 愛知学院大学図書館情報センター   事務長 足立 祐輔 

 

館長懇話会 １１：３０～１３：００（昼食を含む） 

  会 場 愛知学院大学日進キャンパス 本部棟３階大会議室 

  テーマ 「西地区大学図書館のさらなる連携」 

 

昼   食 １１：３０～１３：００ 

  場 所 愛知学院大学日進キャンパス 学院会館２階グリル 

      （立食形式にて準備） 

 

講   演 １３：１５～１４：２０ 

  会 場 愛知学院大学日進キャンパス 学院会館１階ホール 

  テーマ 「尾張藩の図書館行政」 

  講 師 愛知学院大学名誉教授 林 董一（はやし とういち）氏 

      ※ 当初予定では１３：００開始であったが、館長懇話会終了時刻がずれ込んだため、１５分遅

れての開始となった。 

 

見   学 １４：３０～１６：３０ 

  場 所 愛知学院大学日進キャンパス 

    １．図書館情報センター見学 

      展示室（特別展示） 情報検索コーナー 視聴覚学習センター 

      貴重資料室 マイクロフィルム保管室 
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    ２．百周年記念大講堂壁画鑑賞 

      文化勲章受章者 伊藤 清永（いとう きよなが）制作 

      釋尊伝四部作大壁画 

    ３．坐禅堂見学（体験研修） 

      ３０分の初心者向け坐禅 

      １回５０名 ３回実施（坐禅指導者２名） 

      見学グループ１班２５名で６班にて構成（事前にグループ分け） 

      ※ 実際には、Ａ班１７名・Ｂ班１８名の合計３５名が体験研修参加し、他の参加者は座禅堂見

学のみ実施。 

 

移   動 １６：３０～１７：１０ 

  名古屋駅行き観光バス２台（図書館情報センター前→名古屋高速→名古屋駅） 

 

 


