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▼平成２１年度全国総会開催報告 

○日時：平成２１年５月２２日（金）１３：００～１４：００ 

○場所：丸善第２ビル 

○出席者：３５館（４０人）、委任状１０４館、合計１３９館 

○報告事項：    

 １）会勢（平成２１年４月１日現在） 

北海道地区１１、東北地区１７、関東甲信越地区６４、東海・北陸地区２ 

０、近畿地区４１、中国・四国地区１４、九州地区２０、合計１８７館 

 ●入会館：１館 聖和短期大学図書館（近畿） 

 ●退会館：８館 文化女子大学室蘭短期大学図書館（北海道）、日本基督 

  教短期大学図書館・植草学園短期大学図書館・東横学園女子短期大学図 

  書館(関東・甲信越)、北陸学院大学ヘッセル記念図書館(東海・北陸 

）、樟蔭東女子短期大学図書館(近畿）、高松短期大学附属図書館（中 

国・四国) 、尚絅学園図書館九品寺分館(九州) 

 ２）平成２０年度事業報告 

 ３）平成２０年度決算報告・監査報告 

 ４）平成２１年度新役員報告 

○協議事項： 

 １）平成２１年度事業計画案が審議され承認された 

 ２）平成２１年度予算案が審議され承認された 

 ３）いわゆる全国会報の電子化に伴い、年２回から年１回２月刊行を決定 

 ４）ホームページ等の運営を合同幹事会が担うことを確認 

○講演会：総会後１４:００～１７：００ 

○講演１：毛利和弘氏（会長）「資料の特性と除籍・保存・管理・提供の戦略 」 

○講演２：矢野正也氏（丸善）「学習を支援する図書館―ラーニングコモンズ 」 

 

▼事務局報告 

１．業務担当者連絡会議 

○日時：平成２１年１２月１０日（木 ）１４：００～１１日（金）１１：４５ 

○場所：東京ガーデンパレス ３階・橘 

○出席者：杉山・小野（会報：中国・四国地区担当）、我孫子・柳橋（研究誌： 

北海道地区担当）、鳴海（研修：東北地区担当）、毛利（会長）、谷口（事務 

局）、久保田（会計）、紀伊國屋書店・香田（１２月１１日の１１：００～） 

○報告事項：省略 



○協議事項： 

１）会報：２月発行予定と手順を再確認 

 ２）研究誌：原稿募集要項を２００７年１１月理事会決定に合わせて抜本改訂 

する。 

 ３）研修：プログラム案の協議確認 

 ４）その他：研究誌の販売委託を再確認。協議会運営に関する分担話題。 

 

２．本部役員会（１回～７回） 

○この会議は、関東甲信越地区協議会幹事会と同日開催。重複のため省略。 
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▼地区活動報告 

＜北海道地区＞ 

▼▽２００８（平成２０）年度事業報告▽▼ 

１．会勢（平成２１年３月３１日現在）１１館 

 

２．図書館年鑑２００９第２回北海道ブロック協力者会議出席 

○日時：平成２１年１月１５日（木）１５：００～ 

○場所：北海道大学図書館 

○議事：「北海道概況２００９」に掲載する原稿についての最終調整 

 

３．平成２１年度第５１回北海道図書館大会運営委員会出席 

○日時：平成２１年２月４日（水）１５：００～ 

○場所：北海道立図書館 

○議事：第５１回北海道図書館大会の開催要綱の素案について 

 

４．「北海道地区協議会通信」Ｎｏ．３１発行（平成２１年３月３１日） 

 

▼▽２００９（平成２１）年度事業報告▽▼ 

１．会勢（平成２１年５月１日現在）１１館 

 

２．第１回役員会 

○日時：平成２１年５月１５日（金）１５：００～１６：００ 

○議事：平成２１年度総会の議題について 

○出席：会長館、幹事館２、監査館２ 

 

３．総会 

○日時：平成２１年５月１５日（金）１６：００～１７：００ 

○場所：北海道武蔵女子短期大学附属図書館 

○出席：６館 委任状提出５館 

○議事： 

１）平成２０年度事業報告、決算報告および監査報告 

２）平成２１年度事業計画案、予算案 

 

４．第２回役員会（紙上） 

○日程：平成２１年１１月１６日（月）～１９日（木） 

○議事：本部業務『短期大学図書館研究』（第３０号）編集担当館について 

協議の結果、第３０号（２０１１年３月発行予定）の編集は北海道武蔵女子短 

期大学附属図書館が担当する。 

 



５．平成２１年度北海道地区研修会報告 

※平成２１年度研修会は「第５１回北海道図書館大会（９月１０日～１１日）」 

への参加に振替えて行なわれ、特に２日目のポスターセッション「私の図書館 

をＰＲする」では３つの発表を担った。 

○日程：平成２１年９月１０日（木）～１１日（金） 

○場所：ホテルライフォート札幌 

○主催：北日本図書館連盟、北海道図書館振興協議会、北海道地区大学図書館協 

議会、私立短期大学図書館協議会北海道地区協議会、北海道学校図書館協会、 

専門図書館北海道地区協議会 

○参加者：１２名（加盟館８館）（本協議会のみ） 

○交通費の補助：札幌市以外から参加する加盟館には、ＪＲ往復料金（特急券含 

む）および宿泊費を１名に限り支給した。 

○ポスターセッション発表テーマ：「短大図書館の工夫 事例１）情報リテラシ 

 ー教育支援のかたち～指導教材とパスファインダー」、「短大図書館の工夫  

事例２）一般公開のかたち～地域連携と公開講座」、「短大図書館の工夫 事例 

３）学生支援のかたち～ボランティア支援と読書支援」 

テーマごとにチーフと協力館のもと、他の加盟館はチーフの求めに応じて自 

館データを提供するなど、準備にあたって当日まで加盟館相互の連携を密にす 

る機会を得ることができた。 

 

６．北海道地区協議会設立者、元会長・元顧問、坂本龍三氏の逝去 

１９７７年の私短図協創立総会時に初代地区理事に選出され、１９７９年北 

 海道地区協議会設立、１９８７年まで地区会長、２００１年５月まで顧問と、 

 長年にわたって本協議会のために尽力された。また北海道武蔵女子短期大学図 

 書館学教員として１９９８年まで北海道内の司書養成および図書館史研究に大 

 きな足跡を残され、同大を退職後は北広島市図書館の初代館長に就任された。 

 北海道図書館学・界の重鎮たる人であった。 

 

７．「北海道地区協議会通信」Ｎｏ．３２（平成２２年３月末）発行予定 
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＜東北地区＞ 

▼▽２００９（平成２１）年度事業報告▽▼ 

１．会勢(平成２１年４月１日現在) １７館 

○退会館：青森中央学院大学・青森中央学院短期大学図書館情報センター 

 

２．平成２１年度全国理事会・総会出席 

○日時：平成２１年５月２１日（木)・２２日（金) 

○場所：東京ガーデンパレス・丸善第２ビル（本社） 

○出席：理事会／東日本国際大学・いわき短期大学学術情報センター 

 

３．東北地区協議会加盟館名簿の作成 

 

４．平成２１年度東北地区協議会総会 

○日時：平成２１年７月２４日（金)１３：３０～１４：３０ 

○場所：いわきワシントンホテル椿山荘（福島県いわき市平) 

○出席：１０館（１４名出席） 委任状７館 

○議事： 

 １）平成２０年度活動報告 

 ２）平成２０年度決算報告 



 ３）平成２０年度監査報告 

 ４）平成２１年度事業計画（案) 

 ５）平成２１年度予算（案) 

 ６）その他 

   平成２２年度私立短期大学図書館協議会全国研修会プログラム（案）につ 

   いて 

７）備考：平成２１年度事業計画案・予算案については、総会開催時期が夏・ 

  秋期のため、年度始めに理事館を除く加盟館１６館に関連書類を送付し、 

承認を得ている。 

 

５．平成２１年度東北地区協議会研修会 

○日時：平成２１年７月２４日（金)１４：３０～１６：３０ 

○場所：いわきワシントンホテル椿山荘（福島県いわき市平) 

○出席：１０館１４名 

○講演：「図書館を見違えるほど魅力的に！－少人数職場ならではの即効変身術 

－」 

○講師：仁上幸治氏（帝京大学総合教育センター准教授、図書館サービス計画研 

    究所：トサケン代表） 
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＜関東・甲信越地区＞ 

▼▽２００９（平成２１）年度事業報告▽▼ 

１．会勢（平成２１年４月１日現在）６４ 館 

○退会館：日本基督教短期大学図書館 

     植草学園大学図書館（改組） 

     東横学園短期大学図書館（改組） 

      

２．平成２１年度第１回合同幹事会 

○日時：平成２１年５月２２日（金）１１：３０～１２：３０ 

○場所：丸善第２ビル 会議室 

○出席：９館 ９名 

○議事：２００９年度 地区・全国協議会総会開催後の反省会について 

  

３．平成２１年度第２回合同幹事会 

○日時：平成２１年７月１７日（金）１４：００～１７：００ 

○場所：日本体育大学図書館 

○出席：８館 ８名 

○議事： 

 １）地区会報について 

 ２）ＨＰの点検について 

 ３）ＭＬ・名簿一斉改訂について   

 ４）研修会について 

 

４．平成２１年度第３回合同幹事会 

○日時：平成２１年８月４日（火）１４：００～１７：００ 

○場所：日本体育大学図書館 

○出席：５館 ５名 

○議事： 

 １）ＨＰの点検 

 ２）地区研修会諸準備 



 ３）図書館年鑑について 

 ４）会費支払い状況報告 

 

５．平成２１年度第４回合同幹事会 

○日時：平成２１年９月１５日（火）１４：００～１７：００ 

○場所：日本体育大学図書館 

○出席：８館 ８名 

○議事： 

 １）地区研修会の参加申し込み状況報告 

 ２）地区研修会プログラム 

 ３）ＨＰについて 

 ４）会費の請求方法について 

  

６．平成２１年度地区研修会 

○日時：平成２１年１０月１６日（金）１１：００～１７：００ 

○場所：東京ガーデンパレス ２階 平安 

○参加：３７名、講師５名、役員１０名 

○内容：テーマ「学生支援と図書館 Pt2―図書館サービスの方向性」 

○講演１：永田治樹氏（筑波大学名誉教授） 

     「図書館サービスの方向性を俯瞰する―インフォメーションコモンズ、 

ラーニング・コモンズー」の取り組み 

○講演２：宇陀則彦氏（筑波大学） 

     「電子図書館サービスを構築する ―ヴァーチャルコモンズー」 

○シンポジウム：パネリストは、永田治樹・宇陀則彦・高橋和子・毛利和弘の４ 

        氏 

○話題提供：高橋和子氏（横浜女子短期大学図書館） 

「授業との連携による学習支援の試み」 

 

７．平成２１年度第５回合同幹事会 

○日時：平成２１年１１月１３日（金）１４：００～１７：００ 

○場所：日本体育大学図書館 

○出席：８館 ８名 

○議事： 

 １）現、新幹事顔合わせ 

 ２）地区研修会のアンケート結果報告 

 ３）ＨＰ協議（１０月２３日）の報告 

４）業務担当者連絡会議について 

５）保管資料の整理 

 ６) 紀要広告の督促 

 

８．平成２１年度第６回合同幹事会 

○日時：平成２２年１月７日（金）１４：００～１７：００ 

○場所：日本体育大学図書館 

 

９．平成２１年度第７回合同幹事会 

○日時：平成２２年３月８日（月）１４：００～１７：００ 

○場所：日本体育大学図書館 

 

１０.『会報』４７号・４８号の発行 

１）『関東甲信越地区協議会会報』４７号（平成２１年９月２０日発行） 



内容：平成２１年度総会報告、地区研修会のお知らせ、他 

２）『関東甲信越地区協議会会報』４８号（平成２２年３月２０日発行） 

  内容：地区研修会報告 他 
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＜東海・北陸地区＞ 

▼▽２００８（平成２０）年度事業報告▽▼ 

１．会勢（平成２０年４月１日現在）２1 館 

○退会館：名古屋芸術大学附属図書館 

     岐阜医療科学大学・岐阜医療技術短期大学図書館 

 

２．平成２０年度第１回幹事会 

○日時：平成２１年５月９日（金）１３：３０～１５：３０ 

○場所：中日本自動車短期大学 学長室会議室 

○出席：６館 １０名 

○議事： 

 １）役員交代について 

 ２）平成１９年度事業報告･決算および監査報告 

 ３）平成２０年度事業計画・予算案について 

 ４）会長校・幹事の輪番について 

 ５）平成２０年度総大会実施について 

 ６）平成２０年度全国研修会について 

７）その他 

 

３．平成２０年度当会・北陸地区総大会 

○日時：平成２０年９月４日（木）９：３０～１２：００ 

○場所：名古屋ガーデンパレス 

○出席：１６館 ２１名 

○議事： 

 １）東海・北陸地区加盟館の現状 

 ２）平成２０年度役員校紹介 

 ３）平成１９年度事業報告 

 ４）平成１９度決算報告 

 ５）監査報告 

 ６）平成２０年度事業計画（案） 

 ７）平成２０年度収支予算（案） 

 ８）会長校輪番について 

 ９）幹事校輪番について 

１０）平成２１年度会長校および地区幹事校の確認 

１１）全国研修会について 

１２）平成２１年度会長校挨拶（愛知学泉短期大学図書館） 

（全国研修会最終打合せ） 

 

４．平成２０年度全国研修会開催 

○日時：平成２０年９月４日（木）～５日（金） 

○場所：名古屋ガーデンパレス 

○出席：６９名 

○テーマ：「これからどうする～図書館の気がかりな問題を考えよう」 

○講師：川口淳氏（三重大学大学院工学科准教授） 

   髙島涼子氏（元北陸学院短期大学教授） 



   井上真琴氏（大学コンソーシアム京都・同志社大学所属） 

○見学会：徳川美術館、蓬左文庫 

 

５．平成２０年度第２回幹事会 

○日時：平成２０年１２月４日（木）１１：１５～１５：００ 

○場所：大阪屋 

○出席：４館 ８名 

○議事： 

１）平成２０年度総大会反省について 

２）平成２１年度役員校について 

３）平成２１年度総大会・研修会実施について 

４）平成２０年度全国研修会反省について 

５）その他 

○見学：貞照寺 

 

▼▽２００９（平成２１）年度事業報告▽▼ 

１． 会勢（平成２１年４月１日現在）２０館 

○退会館：北陸学院大学ヘッセル記念図書館 

 

２．平成２１年度第１回幹事会 

○日時：平成２１年５月８日（金）１３：３０～１５：００ 

○場所：愛知学泉短期大学 第１会議室 

○出席：５館 ６名 

○議事： 

 １）役員交代について 

 ２）平成２０年度事業報告･決算および監査報告 

 ３）平成２１年度事業計画・予算案について 

 ４）会長校・幹事の輪番について 

 ５）平成２１年度総大会実施について 

 ６）その他 

 

３．平成２１年度総大会・情報交換会・研修会 

（１）総大会 

○日時：平成２１年８月３日（月）１３：３０～１６：５０ 

○場所：コミュニティ・サテライト・オフィス 

○出席：１２館 １７名 

○議事： 

 １）東海・北陸地区加盟館の現状 

 ２）平成２１年度役員校紹介 

 ３）平成２０年度事業報告 

 ４）平成２０度決算報告 

 ５）監査報告 

 ６）平成２１年度事業計画（案） 

 ７）平成２１年度収支予算（案） 

 ８）会長校輪番について 

 ９）幹事校輪番について 

１０）平成２２年度会長校および地区幹事校の確認 

１１）その他 

１２）平成２２年度会長校挨拶 

（名古屋経済大学･名古屋経済短期大学部図書館） 



（２）講演会 

○テーマ：「昭和日常博物館の試み」 

○講 師：市橋芳則氏（北名古屋市歴史民俗資料館学芸員） 

○テーマ：「趣味の広告収集」 

○講 師：佐溝力氏（看板と広告の資料館 サミゾウチカラ琺瑯看板研究所） 

（３）情報交換会 

○日時：平成２１年８月３日（月）１７：１５～１９：１５ 

○場所：八丁魚光 

○出席：１２館１５名＋講師１名 

（４）研修会 

○日時：平成２１年８月４日（火）９：３０～１４：３０ 

○場所：岡崎市交流プラザ Libra 岡崎中央図書館 会議室 

○出席：１２館１６名 

○議事： 

 １）参加館現状報告 

 ２）図書館バックヤードを含む施設内説明･見学 

○見学：八丁味噌「カクキュウ」 

 

４．平成２１年度第２回幹事会 

○日時：平成２１年１１月２７日（金）１１：３０～１３：３０ 

○場所：岡崎ニューグランドホテル 

○出席：４館 ６名 

○議事： 

１）平成２１年度総大会反省について 

２）平成２２年度役員校について 

３）平成２２年度総大会・研修会実施について 

４）その他 

 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

＜近畿地区＞ 

▼▽２００８（平成２０）年度事業報告▽▼ 

１．会勢（平成２０年５月１６日現在） ４１館 

 

２．総会 

○日時：平成２０年５月１６日（金） １３:３０～１５:００ 

○場所：大阪キリスト教短期大学 図書館 ４階会議室 

○出席：２０館２３名 委任状：２１館  

○議事： 

 １）平成１９年度会務報告について 

 ２）平成１９年度活動報告について 

 ３）平成１９年度決算報告および監査報告について 

 ４）平成２０年度役員館選出について 

 ５）平成２０年度事業計画（案）について 

 ６）平成２０年度予算（案）について 

 ７）その他 

 

３．平成２０年度第１回幹事会 

○日時：平成２０年６月６日（金） １５:００～１７:００ 

○場所：大阪キリスト教短期大学図書館 

○議事：引継ぎ 



 

４．平成２０年度第２回幹事会 

○日時：平成２０年７月２４日（木） １４：３０～１７：００ 

○場所：阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

○議事： 

１）人と防災未来センターへの挨拶並びに下見 

２）第２回研修会について 

３）近畿地区協議会が主催する研修会について 

４）大学図書館近畿イニシアティブの研修会日程について 

５）紀要『短期大学図書館研究』の投稿依頼について 

６）大学図書館近畿イニシアティブへの講師謝礼について 

７）他地区協議会の研修会の案内について 

８）退館報告 

 

５．平成２０年度第３回幹事会 

○日時：平成２０年８月２２日（金）１１:００～１２:２０ 

○場所：阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

○議事： 

１）近畿地区協議会第２回研修会について 

２）紀要『短期大学図書館研究』の投稿状況について 

３）近畿地区協議会次期役員校就任依頼順について 

 

６．平成２０年度第４回幹事会 

○日時：平成２０年１２月２日（月）１４：００～１６:２０ 

○場所：大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部総合メディアセンター枚方図書 

    館 

○議事： 

１）次期役員校について 

２）第３回研修会－大学図書館近畿イニシアティブ基礎研修の実施について 

３）来年度予算案について 

４）来年度の総会に向けて 

５）来年度の研修会について 

６）大学図書館近畿イニシアティブへの正式加盟の要望書提出について 

７）紀要『短期大学図書館研究』の投稿について 

 

７．平成２０年度第５回幹事会 

○日時：平成２１年２月４日（水)  １４:００～１７:００ 

○場所：大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部総合メディアセンター枚方図書 

    館 

○議事：平成２１年度総会・第１回研修会について 

８．平成２０年度第６回幹事会 

○日時：平成２１年４月２２日（水)  １５：３０～１７：３０ 

○場所：大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部総合メディアセンター枚方図書 

    館 

○議事：平成２１年度総会・第１回研修会について 

 

９．平成２０年度第７回幹事会 

○日時：平成２１年５月１５日（金)  １０:００～１３:００ 

○場所：大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部(守口図書館) 本館 ６階会議 

    室 



○議事：平成２１年度総会・第１回研修会ついて 

 

１０．平成２０年度第１回研修会 

○日時：平成２０年５月１６日（金）  １５:００～１６:３０ 

○場所：大阪キリスト教短期大学 図書館 ４階会議室 

○講演：「文書指導と図書館」 

○講師：森嶋邦彦氏（大阪キリスト教短期大学図書館長・国際教養学科教授） 

○見学会：大阪キリスト教短期大学図書館 

○参加者：２０館２３名 

 

１１．平成２０年度第２回研修会 

○日時：平成２０年８月２２日（金）  １４:１０～１７：００ 

○場所：阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

○内容：講話と見学研修 

○参加者：１０館１４名 

 

１２．平成２０年度第３回研修会 

○日時：平成２０年１１月５日（水）  １０:００～１９:００ 

平成２０年１１月６日（木）  １０:００～１７:００ 

○場所：大阪市立大学学術情報総合センター（杉本キャンパス） 

○内容：大学図書館近畿イニシアティブ基礎研修 

○参加者：９館９名 

 

１３．本部事業 

○「会報」第６３号発行 平成２０年７月 

○「会報」第６４号発行 平成２１年２月 

 

▼▽２００９（平成２１）年度事業報告▽▼ 

１．会勢（平成２１年５月１５日現在） ４１館 

○入会館：聖和短期大学図書館（平成２１年４月１３日から） 

○退会館：樟蔭東女子短期大学図書館 

 

２．総会 

○日時：平成２１年５月１５日（金) １３:３０～１５:００ 

○場所：大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部（守口キャンパス）本館６階 

会議室 

○出席：２２館２７名 委任状：１９館  

○議事： 

 １）平成２０年度会務報告について 

 ２）平成２０年度活動報告について 

 ３）平成２０年度決算報告および監査報告について 

 ４）平成２１年度役員館選出について 

 ５）平成２１年度事業計画(案)について 

 ６）平成２１年度予算(案)について 

 ７）大学図書館近畿イニシアティブへの正式加盟について 

 

３．平成２１年度第１回幹事会 

○日時：平成２１年６月１２日（金) １５:３０～１７:１５ 

○場所：大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 枚方キャンパス４号館２階 

    図書館館長室 



○議事： 

１）会計館引継ぎについて 

２）会長館引継ぎについて 

３）大学図書館近畿イニシアティブへの要望書について 

 

４．平成２１年度第２回幹事会 

○日時：平成２１年７月２８日（火) １４：３０～１７：３０ 

○場所：株式会社大阪屋関西ブックシティ 

○議事： 

１）株式会社大阪屋関西ブックシティへの挨拶並びに下見、当日の流れの確認 

２）研修会当日の役割分担 

３）大学図書館近畿イニシアティブの入会について 

４）紀要の原稿募集状況 

 

５．平成２１年度第１回研修会 

○日時：平成２１年５月１５日（金)  １５:００～１６:３０ 

○場所：大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部（守口キャンパス）本館 ６階 

会議室 

○講演：「レファレンス協同データベース事業について」 

○講師：小篠景子氏（国立国会図書館関西館 図書館協力課） 

○見学会：大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部総合メディアセンター守口図 

書館 

○参加者：２１館２５名 

 

６．平成２１年度第２回研修会 

○日時：平成２１年８月２８日（金)  １４:００～１６:１５ 

○場所：株式会社大阪屋 関西ブックシティ 

○見学：株式会社大阪屋 関西ブックシティ 

○講演：「大阪屋図書館課の役割と公共図書館等の現状」 

○講師：山下好清氏（株式会社大阪屋 営業部図書館課 課長） 

○講演：「出版業界の現状と取次の役割／大阪屋の現状及び物流等／関西ブック 

シティの役割と考え方」 

○講師：竹中繁輝氏（株式会社大阪屋 商品本部関西ブックシティ所長兼工程課 

    長兼ｉＢＣ分室課長） 

○参加者：１２館１６名 

 

７．平成２１年度第３回研修会 

○日時：平成２１年１０月１５日（木）  １３:００～１７:００ 

平成２１年１０月１６日（金）  １０:００～１７:１０ 

○場所：大阪市立大学学術情報総合センター（杉本キャンパス) 

○内容：大学図書館近畿イニシアティブ中級研修「行動するライブラリアンをめ 

    ざして－図書館に求められる戦略的マネジメントとは－」 

○講師：結城美惠子氏（有）インフォメーションプランニング代表 

○参加者：６館７名 

 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

＜中国・四国地区＞ 

▼▽２００８（平成２０）年度事業報告▽▼ 

１. 会勢（平成２０年４月１日現在）１５館 

○退会館：鳥取短期大学図書館 



     四国大学短期大学部図書館 

 

２．新旧役員引継ぎ会 

○日時：２００８（平成２０）年４月２８日（月） 

○場所：美作大学短期大学部（中会議室） 

○出席：松山短期大学 

聖カタリナ大学短期大学部 

美作大学短期大学部 

○議事： 

１）２００７（平成１９）年度事業報告 

 ２）２００７（平成１９）年度決算報告 

 ３）２００７（平成１９）年度監査報告 

 ４）新役員館の業務分担について 

 ５）引継ぎ業務の書面確認について 

 

３. ２００８（平成２０）年度地区協議会第１回役員会 

○日時：２００８（平成２０）年６月９日（月）１３：３０～１７：００ 

○場所：鈴峯女子短期大学図書館 

○議事： 

１）２００７（平成１９）年度事業報告 

２）２００７（平成１９）年度決算報告・監査報告 

３）２００８（平成２０）年度事業計画（案） 

４）２００８（平成２０）年度予算（案） 

５）２００８（平成２０）年度地区総会・研修会の内容について 

○出席：役員館３館＋広島文化短期大学 

 

４. ２００８（平成２１）年度地区協議会第２回役員会（紙上） 

○日時：２００８（平成２０）年６月１０日（火）～７月３日（木） 

○議事：第２３回２００８（平成２０）年度地区協議会総会・研修会の内容につ 

いて 

 

５. 加盟館名簿の発行 

○２００８（平成２０）年８月１日発行（美作大学短期大学部） 

 

６. ２００８（平成２０）年度地区協議会第３回役員会 

○日時：２００８（平成２０）年８月５日（火）１１：００～１２:００ 

○場所：広島ガーデンパレス 

○議事：第２３回２００９（平成２１）年度地区協議会総会・研修会の最終確認 

について 

 

７. 第２３回２００８（平成２０）年度地区協議会総会・研修会 

○日時：２００８（平成２０）年８月２２日（金）１１：１５～１６：１０ 

○場所：広島ガーデンパレス 

○参加者：１２校 １７名 

（１）総会 

○協議事項： 

１）２００７（平成１９）年度事業報告 

２）２００７（平成１９）年度決算報告・監査報告 

３）２００８（平成２０）年度事業計画（案） 

 ４）２００８（平成２０）年度予算（案） 



５）役員校のローテーション確認及び今後の役員校ローテーションについて 

６）その他 

「私短図中・四協ニュース」のメールマガジン化について 

過去の「私短図中・四協ニュース」の電子化について 

地区協議会資料の保存期間について 

○報告事項： 

 １）地区協議会の研修・講演内容を『短期大学図書館研究』に掲載することに 

ついて   

２）私立短期大学図書館協議会のホームページ公開について 

 ３）私立短期大学図書館協議会のメーリングリスト活用について 

○承合事項：なし 

（２）研修会 

○講演：「Ｗｅｂ２. ０時代のレファレンスサービス：Ｗｉｋｉｐｅｄｉａを介 

    した図書館情報検索とＷｅｂ情報検索の融合」   

○講師：清田陽司氏（株式会社リッテル上級研究員兼東京大学情報基盤センター 

助教） 

○事例発表：「探しものは何ですか？」～小規模図書館ができる地域貢献とは～ 

○発表者：渡辺さゆり氏（日本赤十字広島看護大学図書館参事） 

 

８. ２００８（平成２０）年度地区協議会第４回役員会 

○日時：２００９（平成２１）年３月１０日（火）１３：３０～１７：００ 

○場所：山陽女子短期大学図書館 

○議事： 

１）２００８（平成２０）年度事業報告（案） 

２）２００８（平成２０）年度決算報告・監査報告（案） 

３）２００８（平成２０）年度業務担当者連絡会議報告 

４）「私短図中・四協ニュース」第３２号の発行について 

５）「退会届」提出について 

６）２００９（平成２１）年度事業計画（案）について 

７）２００９（平成２１）年度予算（案）について 

８）２０１０（平成２２）年度役員校（案）について 

○出席：役員館３館＋広島文化短期大学 

 

９. 「私短図中・四協ニュース」の発行 

○第３２号（２００９年３月）（鈴峯女子短期大学） 

         

▼▽２００９（平成２１）年度事業報告▽▼ 

１．会勢（平成２１年４月１日現在） １４館 

○退会館：高松短期大学附属図書館 

      

２．２００９（平成２１）年度地区協議会第１回役員会（紙上） 

○日時：２００９（平成２１）年４月下旬 

○議事： 

１）２００８（平成２０）年度事業報告 

 ２）２００８（平成２０）年度決算報告・監査報告 

 ３）２００９（平成２１）年度事業計画（案） 

４）２００９（平成２１）年度予算（案） 

      

３．２００９（平成２１）年度地区協議会第２回役員会（紙上) 

○日時：２００９（平成２１）年６月 ～ ８月上旬 



○議事：第２４回２００９（平成２１）年度地区協議会総会・研修会の内容につ 

いて 

 

４. 加盟館名簿の発行 

○２００９(平成２１)年７月１日発行（美作大学短期大学部） 

    

５. ２００９（平成２１）年度地区協議会第３回役員会 

○日時：２００９（平成２１）年８月５日 

○場所：岡山国際交流センター 

○議事：第２４回２００９（平成２１）年度地区協議会総会・研修会の最終確認 

について 

 

６. 第２４回２００９（平成２１）年度地区協議会総会・研修会 

○日時：２００９（平成２１）年９月１１日（金）１１：１５～１６：１０ 

○場所：岡山国際交流センター 

○参加者：１１校 １６名 

（１）総会 

○協議事項： 

 １）２００８（平成２０）年度事業報告 

 ２）２００８（平成２０）年度決算報告・監査報告 

 ３）２００９（平成２１）年度事業計画（案） 

 ４）２００９（平成２１）年度予算書（案） 

 ５）２０１０（平成２２）・２０１１（平成２３）年度の役員校について 

 ６）その他 

   過去の「私短図中・四協ニュース」の電子化について 

   地区協議会資料の廃棄について 

   「私立短期大学図書館中国・四国地区協議会会則」の改正について 

○報告事項： 

 １）私立短期大学図書館協議会のホームページ公開について 

 ２）「会報」の発行回数について 

 ３）「短期大学図書館研究」原稿募集について 

○承合事項：なし 

（２）研修会 

○講演：「情報リテラシー教育における図書館的課題」―名詞で考えるな、動詞 

で考えよー 

○講師：井上真琴氏（大学コンソーシアム京都 副事務局長） 

○参加者：２０校 ２７名（他地区・会員外を含む） 

 

７．「私短図中・四協ニュース」過去分ＰＤＦ化 

 

８．「私立短期大学図書館協議会会報」の発行予定（全国業務） 

○第６５号（２０１０年２月）（美作大学短期大学部） 

 

９．２００９（平成２１）年度地区協議会第４回役員会（紙上）予定 

○日時：２０１０（平成２２）年３月上旬 ～ 中旬 

○議事： 

１）２００９（平成２２）年度事業報告（案） 

２）２００９（平成２２）年度決算報告・監査報告（案） 

３）「私短図中・四協ニュース」の発行について 

４）２０１０（平成２２）年度会長館への引継ぎ確認 



 

１０．「私短図中・四協ニュース」の発行予定 

○第３３号（２０１０年３月）（美作大学短期大学部） 

   

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

＜九州地区＞ 

▼▽２００８（平成２０）年度事業報告▽▼ 

１．平成２０年度総会・研修会 

○日時：平成２０年４月１７日（木）１３：３０～１７：３０ 

○場所：ロワジールホテル長崎 

○出席：１７館２７名 

東筑紫短期大学、九州大谷短期大学、近畿大学九州短期大学、香蘭女子短期大 

学、精華女子短期大学、純真短期大学、西日本短期大学、福岡女子短期大学、 

佐賀女子短期大学、長崎玉成短期大学、長崎女子短期大学、中九州短期大学、 

東九州短期大学、別府溝部学園短期大学、鹿児島純心女子短期大学、鹿児島女 

子短期大学、沖縄女子短期大学  

（１）総会  

○議事： 

 １）平成１９年度事業報告・決算報告及び監査報告 

 ２）平成２０年度事事業案・予算案について 

○承合事項 

 １）蔵書点検について 

 ２）館内への手荷物持ち込みについて 

○フリーディスカッション：図書館業務における問題点など 

○連絡・報告事項 

 １）全国理事会報告 

 ２）「短期大学図書館紀要」第２７号編集報告及び第２８号担当校について 

 ３）本部業務分担について 

 ４）その他 

（２）研修会 

○講演：「図書館業務と著作権問題」について 

○講師：平山紀子(近畿大学九州短期大学図書館) 

 

２．平成２０年度夏期研修会  

○日時：平成２０年８月２９日（金）１３：３０～１７：００  

○場所：精華女子短期大学  

○出席：１６館 ２２名  

九州大谷短期大学、近畿大学九州短期大学、久留米信愛女学院短期大学、香蘭 

女子短期大学、福岡こども短期大学、純真短期大学、西日本短期大学、福岡女 

子短期大学、精華女子短期大学、佐賀女子短期大学、長崎玉成短期大学、長崎 

女子短期大学、東九州短期大学、鹿児島純心女子短期大学、沖縄女子短期大学、 

常盤会短期大学（近畿地区）  

○講演１：『情報活用術（文献検索）の指導について  

～インターネット時代の情報リテラシー実践指導』  

○講師：私立短期大学図書館協議会会長 毛利和弘氏 

（亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部図書館）  

○講演２：『図書館を学術情報センターとして機能させるには  

～ラーニング・コモンズ 学習を支援する図書館』  

○講師：近藤午郎氏（丸善株式会社教育学術事業本部ソリューションセンター ）  

○連絡・報告事項その他 ： 



１）ニューズレター原稿の募集について  

（近畿大学九州短期大学 平山紀子氏）  

２）『短期大学図書館研究』第２８号の原稿募集について  

（精華女子短期大学）  

３）アンケートのお願い（精華女子短期大学）  

○精華女子短期大学附属図書館見学 

 

▼▽２００９（平成２１）年度事業報告▽▼ 

１．会勢（平成２１年４月１日現在）２０館  

○退会館：尚絅学園九品寺分館（平成２１年３月３１日付） 

 

２．平成２１年度九州地区私立短期大学図書館協議会総会・研修会 

○日時：平成２１年４月２３日(木)１３：３０～１７：００ 

○場所：沖縄ハーバービュ－ホテルクラウンプラザ 

○出席：１３館１８名 

九州大谷短期大学、近畿大学九州短期大学、香蘭女子短期大学、精華女子短期 

大学、純真短期大学、西日本短期大学、福岡女子短期大学、九州龍谷短期大学、 

佐賀女子短期大学、中九州短期大学、鹿児島純心女子短期大学、鹿児島女子短 

期大学、沖縄女子短期大学 

（１）総会 

○議事： 

１）平成２０年度事業報告・決算報告及び監査報告 

 ２）平成２１年度事業案・予算案について 

○承合事項：「図書館規程・内規」について 

○フリーディスカッション：図書館業務における問題点など  

○連絡・報告事項 

１）「短期大学図書館研究」第２８号編集報告 

２）本部業務分担について 

３）平成２１年度役員館及び退会館について 

４）その他 

 

（２）研修会 

○講演：「沖縄県における(子どもの読書活動)の現状と課題」について 

○講師：鎌田佐多子氏 (沖縄女子短期大学教授) 

 

３．平成２１年度研修会 

○日時：平成２１年１２月１８日(金)１３：３０～１７：００ 

○場所：沖縄女子短期大学 

○出席：４館８名 

近畿大学九州短期大学・鹿児島純心女子短期大学・西日本短期大学、沖縄女子 

短期大学 

○講演：「デジタル・アーカイブと図書館」について 

○講師：久世 均氏（岐阜女子大学教授） 

○沖縄県公文書館見学 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

▼編集後記 

◎今年度から会報は年１回の発行となりました。年度末１回の発行となりますと 

どうしても記録的な意味合いの濃いものとなります。速報的なものはホームペー 

ジでと、すみ分けが求められます。どうぞ、定期的にホームページの閲覧をお願 



いいたします。私は初めての作業と同時に最後の作業となりましたが、来年度も 

中国・四国地区が担当いたしますので、お気付きの点やご意見等何でもお気軽に 

お申し付けください。責任をもって引き継ぎます。最後になりましたが、会報の 

作成にあたり事務局、各地区会長館の皆様には大変お世話になりました。この場 

をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

━━＜編集＞━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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※バックナンバー 

 http://shitantokyo.org/bulletin/bucknumber.php 

※メールマガジンへのご意見・お問い合わせ 

 会報担当館：中国・四国地区 美作大学短期大学部附属図書館 

       杉山陽子（library@mimasaka.ac.jp） 
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