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【１】２０１０（Ｈ
２０１０（Ｈ２２
（Ｈ２２）
２２）年度

全国総会開催報告

―２０１０（Ｈ２２）年度 総会開催―――――――――――――――――――――――――――
会 長 毛利 和弘（亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部）
事務局 谷口
豊（日本体育大学図書館）
名 簿 篠原 智子（立教女学院短期大学図書館）
会 計 久保田智弘（山野美容芸術短期大学図書館）
監 査 蓜島千枝子（国際学院埼玉短期大学附属図書館）
監 査 小野 恵子（文化女子大学図書館）
会報＝中国・四国地区
研究誌＝北海道地区
研修会＝東北地区
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○日時：２０１０年５月２１日（金）１３：１５～１４：１５
○場所：内田洋行（東京都中央区新川２－４－７）
○出席者：２７館（３３名） 委任状９６館
合計１２３館
総会成立
司会：小室啓子氏（文教大学湘南図書館）
配布資料：全国総会議案書、講演会資料「内田洋行のアプローチ：ユビキタスライブラリ」
・毛利和弘会長から、全国総会開催の挨拶があった。
・議長は菅勝彦氏（青森大学･青森短期大学附属図書館）
が指名され、議事進行を務めた。
・記録人として、関東甲信越地区会報担当（横浜女子
短期大学図書館・高橋和子氏、実践女子短期大学図書
館・土居道子氏）が指名された。
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議題１．
▼▽２００９（Ｈ２１）年度事業報告▽▼
本部事務局の谷口豊氏（日本体育大学図書館）から、総会議案書に基づいて報告があった。
１）会勢（２０１０年４月１４日現在）
北海道地区１１、東北地区１６、関東・甲信越地区６０、東海・北陸地区１９、
近畿地区４０、中国・四国地区１１、九州地区２０
合計１７７館
２）全国理事会開催
○日時：２００９年５月２１日（木）
○場所：東京ガーデンパレス
３）全国総会開催
○日時：２００９年５月２２日（金）
○場所：丸善第２ビル
４）
『短期大学図書館研究』第２９号（２０１０年３月）の発行
担当地区は北海道地区で、札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部図書館の我孫子晴美氏・阿曽
みのり氏・所朋子氏が担当した。
５）
「会報」第６５号（２０１０年２月）の作成
担当地区は中国・四国地区で、美作大学短期大学部附属図書館の杉山陽子氏が担当した。年 1 回
の刊行とし、協議会ホームページに搭載した。
６）地区活動への助成 なし
７）業務担当者連絡会議開催
○日時：２００９年１２月１０日（木）～１１日（金）
○場所：東京ガーデンパレス
本部役員は会長・事務局・会計の３名、地区役員は、会報の新旧担当・研究誌の新旧担当・研修
担当の５名、研究誌発売元の紀伊國屋書店の９名で、新旧引き継ぎ確認を中心に調整の場とした。
８）本部役員会の開催（関東甲信越地区幹事会と合同開催）：合同幹事会として８回開催のほかに、
委託業者との協議を９回開催した。
議題２．
▼▽２００９（Ｈ２１）年度決算報告及び監査報告▽▼
・本部会計の久保田智弘氏（山野美容芸術短期大学図書館）から、総会議案書に基づいて２００９
（平成２１）年度決算報告があった。その後、監査人を代表して、小野恵子氏（文化女子大学図書
館）より「監査を行った結果、適正に処理されている」との報告があった。
＊議長より議題１、２について審議の提案があり、異議なく承認された。
議題３．
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度新役員選出▽▼
・議長より、総会議案書に基づき、平成２２年度新役員について報告された。
・今期会長について、毛利前会長を推薦する発言があり、全会一致で承認された。
・毛利会長より、３期目を迎えるに当たって、今後の方針、役員活動への希望をこめた挨拶があっ
た。
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議題４．
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度事業計画案審議▽▼
・本部事務局の谷口豊氏より、総会議案書に基づいて事業計画案の説明があった。
１）２０１０（Ｈ２２）年度全国理事会開催
○日時：２０１０年５月２０日（木）
○場所：東京ガーデンパレス
２）２０１０（Ｈ２２）年度全国総会開催
○日時：２０１０年５月２１日（金）
○場所：内田洋行
総会の後、講演と見学をおこなう。
講演：「場としての図書館－ＩＣ活用による内田洋行の提案」
（内田洋行：若杉浩一氏、中賀伸芳氏）
見学：「ユビキタス協創広場 ＣＡＮＶＡＳ」（内田洋行）
３）
『短期大学図書館研究』３０号の刊行（担当：北海道地区 北海道武蔵女子短期大学）
４）
『会報』第６６号の作成（担当：中国・四国地区 香川短期大学）
５）業務担当者連絡会開催
○日時：２０１０年１２月９日（木）～１０日（金）
○場所：東京ガーデンパレス
６）全国研修会
・担当の菅勝彦氏（青森大学・青森短期大学附属図書館）より、研修会の参加要請があった。日程
は９月２日～３日で、２日目には太宰治生誕１００年記念企画を用意していると案内があった。
議題５．
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度予算案審議▽▼
本部会計の久保田智弘氏から、総会議案書に基づいて予算案の説明があった。
＊議長より議題４、５について審議の提案があり、原案通り承認された。
議題６．
▼▽その他（本部事務局より報告）▽▼
１）ホームページ改編について
本部事務局の谷口豊氏より、最新の協議会ホームページの構成について、スクリーン上で画面繰
りをしながら、概要を説明した。
・会員館一覧から、各図書館ホームページへリンクする設定とした。
・議事録、会報等をＰＤＦファイルで搭載し、地区についても、総会・研修会・会報等の枠組は用
意し、希望に合わせて掲載可能とした（地区予算での実施）
。
・以前の「幹事・理事専用ページ」を改編し、ＩＤ・パスワード認証の「会員専用ページ」とし、
全加盟館が名簿等の詳細な情報を載せて共有するようにした。
・地区会員名簿は掲載項目を地区の裁量にまかせてＰＤＦファイルで掲載する。年度当初１回目は
本部予算で実施する。年度内の差替えについては地区予算での実施とする。
・７地区役員名簿、理事会役員名簿は改修中。今後はＰＤＦファイルで掲載する。
・会員専用ページ内に２重の認証を設定し、メーリングリストの管理用として、１１種の登録者一
覧を搭載した。後日、各地区のメーリングリスト担当者に認証情報をお知らせする。
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２）会費納入時期変更について
・
「例年、本部会計への会費納入期限を９月末に設定していたが、資金回転を考慮し、今年度は７月
初旬に第一回目分を入金してほしい。また、次年度より、地区での納入期限は６月末の設定、本部
会計へは７月初旬までの振込としてほしい」と、納入時期変更についてお願いした。
〔質疑＆応答〕
Ｑ：退会館の退会理由は、どのような理由か多かったか？
Ａ：短大から４年生大学への改組というのが多かった。
Ｑ：会費未納入館が３館あるが、これはどのようなことか？
Ａ：２００９年４月１日現在会員であった未納入館に問い合わせると、退会する館になっていた。
以上１４時１５分に、全国総会の議事を終了した。
■講演と見学
【講演】１４：４０～１６：００「場としての図書館―ＩＣ活用による内田洋行の提案」
講師：若杉浩一（わかすぎ・こういち）氏・中賀伸芳（なかが・のぶよし）氏
拡大多様化する図書館機能に対応するための、空間とシステムを結びつける内田洋行からの新し
い提案についてお話いただいた。
【見学】１６：００～１６：５０「ユビキタス協創広場 ＣＡＮＶＡＳ」（内田洋行）を見学。
以上
【２】平成２２
平成２２年度全国研修会開催報告
２２年度全国研修会開催報告
２０１０（Ｈ２２）年度私立短期大学図書館協議会全国研修会
テーマ：「書物の森」へのいざない ―“居場所”としての図書館を考える―
○日時：２０１０年９月２日（木）１３:００～９月３日（金）１６:３０
○場所：ホテル青森３階「善知鳥の間」
「孔雀西の間」
○出席： 全国各地区から４３名
○担当地区：私立短期大学図書館協議会東北地区協議会
１日目
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１）講演「図書館の新しい学習環境について」 ～米国における最新の動向を中心に～
丸善(株)教育・学術事業本部 学術情報ＳＯＬ事業部
ネットソリュ―ションセンター長
矢野 正也氏
２）講演「知の協働空間をめざして」 ～尚絅学院大学新図書館ａｌｍｏの試み～
尚絅学院大学教授・図書館長
阿留多伎 眞人氏
ワークショップ
２日目
全体検討会
司会：東北地区協議会

会長

菅

勝彦（青森大学・青森短期大学附属図書館長）

＜1 日目の講演を踏まえて、学生の居場所となる短大図書館の今後のありようを参加者全員で
総合ディスカッション＞
現地調査
「研修会概要」
・詳細
研修会のメーンテーマは、｢『書物の森』へのいざない｣ サブテーマを「
“居場所”としての図書
館を考える」とした。『書物の森』というのは、寺山修司作詞｢青森大学校歌｣の｢書物の森にでかけ
よう」という一節からとったものである。
これらのテーマは、学生の｢活字ばなれ｣｢図書館ばなれ｣が言われる中で、大学図書館に何が期待
され、どのような動向となっているかを知ることによって、それぞれの図書館の可能な試みを探ろ
うという、狙いから設定したものだった。
一日目の、講演１は、丸善ネットソリューションセンター長・矢野正也氏。
「図書館の新しい学習
環境について～米国における最新の動向を中心に」と題して、海外事例と函館未来大学を例に、学
生が課題をプロジェクトで解決する学習法が採用され、図書館がこのプロジェクト学習の場として
活用されていることなどを紹介された。
講演２は、尚絅学院大学図書館長・阿留多伎眞人氏。
「知の協働空間をめざして～尚絅学院大学新
図書館ａｌｍｏの試み」と題し、おしゃべり自由の４人用小部屋｢コラボックス（コラボレーション・
ボックス）｣を設定し、居場所としての図書館のありかたを、お話された。
ワークショップではなごやかな雰囲気のなかで、青森県に対する認識を深めると同時に会員相互
の交流を深めた。
二日目は、全体討論会、東北地区協議会会長の菅勝彦が司会、前日の二つの講演を受けての感想
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や、各館の取り組みの紹介などを出していただいた。阿留多伎館長へ活発な質問があり、会員それ
ぞれが自館でも採用できそうな改善策の可能性を探った。
現地調査は五所川原市金木地区へ。津軽三味線発祥の地を記念して建てられた「津軽三味線会館」
で、迫力ある三味線の生演奏を楽しみ、金木観光物産館「マデｲニ―」で、「太宰治御膳」の昼食。
太宰治の生家「斜陽館」を見学した。大地主だった津島家の壮大な建物に、太宰文学の原点を学ん
だ。
▼▽アンケート集計結果▽▼
アンケートは９５％の回収率で、講演については「大満足」が半数を超えていた。また、全体
討論会についても「短大図書館共通の悩みが分かった」
「図書館の滞在型（居場所としての利用）
、
飲食の問題などについて参考になった」など、おおむね肯定的な感想がよせられた。
アンケート中のご感想やご意見、また今後企画してほしいテーマ等があれば記入くださいとお願
いした部分に記入があったものを列挙します。
・｢居場所としての図書館｣を考えるテーマは毎回取り入れて欲しい。
・ＩＴ化の進む中、ＤＢや電子ジャーナル等をどこの業者と取引(発注)したらよいかのノウハウを
学ぶ場があればと思います。
・今後は司書の役割について考えていく企画を取り入れてほしいと思う。
・情報リテラシーやレファレンスなど図書館員の対応、情報ツールの使い方の研修会。
【３】事務局報告
▼２０１０（Ｈ２２）年度 全国理事会開催報告
○日時：２０１０年５月２０日（木）１４：００～１７：００
○会場：東京ガーデンパレス
○出席者：２０名（敬称略）
【本部】
会 長 毛利 和弘（亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部）
事務局 谷口
豊（日本体育大学図書館）
名 簿 篠原 智子（立教女学院短期大学図書館）
会 計 久保田智弘（山野美容芸術短期大学図書館）
監 査 蓜島千枝子（国際学院埼玉短期大学附属図書館）
監 査 小野 恵子（文化女子大学図書館） 以上６名
【地区】
北海道：要春光・玉田清市（北海道武蔵女子短期大学附属図書館）
東北：菅勝彦・下山修司（青森大学・青森短期大学附属図書館）
関東・甲信越：小室啓子（文教大学湘南図書館）、小林陽子（青山学院女子短期大学図書館）
東海・北陸：加藤裕子・伏見洋子（名古屋経済大学・名古屋経済大学短期大学部図書館）
近畿：福井康雄・柴田太一（大阪芸術大学短期大学部図書館）
中国・四国：木谷紀惠・小野加代子（香川短期大学附属図書館）
九州：上運天洋子・洲鎌智江子（沖縄女子短期大学図書館） 以上１４名
司会・進行：日本体育大・谷口豊（本部事務局）
配布資料：１．議事次第・役員名簿ほか、２．各地区報告書、３．全国総会議案書、４．北海道
地区協議会通信Ｎｏ.３２

-6-

内容
１．開会のことば（日本体育大学図書館・谷口豊氏）
２．会長あいさつ（亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部・毛利和弘氏）
３．出席者自己紹介：役員名簿順に出席者２０名が自己紹介。
４．各地区事業報告：
１）北海道から九州の順で、昨年度地区事業の状況、本年度の会勢と事業計画案が報告された。
２）今年度全国研修担当の東北地区より、経費節約のため、地区研修会を全国研修会と兼ねた開
催とするとの報告があった。
３）近畿地区より、役員の役割及び輪番制の見直しが必要な状況にあるとの報告があった。
５．総会について
１）総会議長については、東北地区の菅勝彦氏にお願いした。
２）会長改選については、毛利和弘氏の再選を推薦した。
３）全国総会資料にそって、事業報告、決算・監査報告、新役員、事業計画案、予算案を確認し
た。
４）外部倉庫保管資料について（本部事務局・谷口氏および本部会計・久保田氏）
・貸倉庫預け分を回収し、在庫整理をして貸倉庫への再入庫を取り止めたため、今後
資料管理費は発生しない、との報告があった。
５）ホームページ・メーリングリスト管理について（本部事務局・谷口氏）
・２年前に立ち上げた時点ではメンテナンスのことが考慮されていなかったため、はじめて
の改修場面に立ち会い、改訂方法を用意するのに手こずった。とりわけメーリングリスト用
アドレスの日常的な管理方法を用意することに苦労した。
・各種メーリングリスト用の加盟館の登録アドレスと会員一覧用の図書館サイトアドレスに
ついて、地区理事館を通じて一斉に調査した。地区メーリングリストも７地区個別に用意す
るなど、環境整備を完了させる。今後のメンテナンス方法についてのマニュアルを後日提供
する。
・役員専用ページを会員専用ページとする設計変更をし、加盟館がアクセスできる場所とし
た。
・そこに地区名簿を置き、項目は地区の裁量にまかせ、ＰＤＦファイルで掲載することにし
た。
６）協議会業務の地区分担と今後の協議会体制について
・組織継続のための基盤強化策として、当初の体制のように、地区活動を離れて別に本部役
員として活動してもらえる図書館学系教員を発掘していく必要性を感じている。（会長・毛
利氏）
・業務分担順一覧（参考資料）に関連し、教員を巻き込んでいくことで、地区が持ち回り分
担している業務を本部に戻していくことができないか検討していきたい。（事務局・谷口氏）
７）会費納入について（会長・毛利氏）
・紀伊國屋書店からの研究誌売上金が年度初めから年度末入金に変更になったこともあり、
年度初めの資金の回転が悪い。各地区で徴収した会費を本部会計に納入する最終期限は９月
末となっているが、７月上旬に第一回目を振り込んでもらえないか、とお願いがあった。
・これを受けて、「地区での回収〆切を６月末、本部会計への入金を７月初旬」と納入時期
を変更し、次年度からは、本部会計が４月初旬には地区理事宛にメールで依頼する、とした。
６．その他
１）全国研修会予算について：東北地区・菅氏より、本部会計からの助成予算１１０万円が前回
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より少ないこと、参加者予想７０人で予算を立てたが、不確定な部分が多いため、参加費値上
げとするか、最終的に赤字が出た場合のことを含んでほしい、との報告があった。この報告を
受けて、次の二点を確認した。１．協議会メーリングリストで参加人数について事前調査を行
い、その結果で会費の設定を変えることも考慮する。２．万が一赤字が出た場合には、本部会
計の予備費から補填することも考慮する。
２）『短期大学図書館研究』の原稿募集について：会長・毛利氏より、自動的に原稿があがるよ
うに、研修会講師や事例発表講師に論稿化を依頼するよう、各地区理事に協力の要請があった。
３）研究誌の賛助会員募集の分担について：事務局・谷口氏より、席上の地区理事からの提案を
受ける形で、「研究誌担当地区と（合同幹事会としての）本部とで担当しているが、今後は研
究誌担当でない地区も、地区の賛助会員募集に協力を願って、予算獲得の一環とする体制で臨
みたい」との呼びかけがあった。
以上
▼２０１０（Ｈ２２）年度臨時理事会・業務担当者連絡会議開催報告
○日時：２０１０年１２月９日（木）１３：５５～１６：４０
○会場：東京ガーデンパレス
○出席者：１７名
【本部】
会 長
毛利 和弘（亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部）
事務局
谷口
豊（日本体育大学図書館）
名 簿
篠原 智子（立教女学院短期大学図書館）
会 計
久保田智弘（山野美容芸術短期大学図書館）
次期事務局 久保 寿治（共立女子大学・共立女子短期大学図書館）

以上５名

【地区】
北海道：玉田清市（北海道武蔵女子短期大学附属図書館）
東北：下山修司（青森大学・青森短期大学附属図書館）
関東・甲信越：小林陽子（青山学院女子短期大学図書館）
東海・北陸：伏見洋子（名古屋経済大学・名古屋経済大学短期大学部図書館）
近畿：福井康雄・柴田太一（大阪芸術大学短期大学部図書館）
濱岡賢二（大阪信愛女学院短期大学図書館）
中国・四国：小野加代子（香川短期大学附属図書館）
九州：上運天洋子（沖縄女子短期大学図書館） 以上９名
【オブザーバー】
齋藤誠一（千葉経済大学短期大学部）
前川和子（大阪大谷大学）
石田孝夫（カリタス女子短期大学図書館） 以上３名
司会・進行：日本体育大・谷口豊
記録：立教女学院短大・篠原智子
配布資料：１．本部より（合同会議メモ、推薦理事選出による協議会体制変更について、業務分
担順一覧、合同幹事一覧、出席名簿）、２．近畿地区より（私短図協加盟館数の推移）、３．中国・
四国地区より（会報担当業務予定・・・関係者のみに配付）
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挨拶
１．毛利会長あいさつ
２．自己紹介：出席者１７名の自己紹介。
○報告事項
１．本部から報告：
１）会勢の状況：
・
「私短図協加盟館数の推移」
（近畿地区・柴田氏提供）をもとに状況確認。
→ピーク時（１９９７年度・３３８館）と比べ、加盟館が半減。研修会・紀要のレベルを保
っていけるかどうか不安な状況にある。
・２０１０年度当初現在の加盟館は１７７館。そのうち４館は年度末で退会決定。
２）ホームページの委託契約更新について
ＣＳＥより年額３１万円の再見積が出た。費用の詳細は今後検討するとして、次年度は引き
続きＣＳＥに依頼することにした。
３）ＪＬＡ「図書館年鑑」の原稿（５，７５０字）
、〆切２０１１．１.１７
○協議事項
来期以降の協議会体制について
１．推薦理事選出による協議会体制変更について
・本部事務局谷口氏より、配布資料「推薦理事選出による協議会体制変更について」に基づき、
加盟館減少の実態、本部業務の地区分担の負担を考慮し、規約通り、本部に理事を位置づける
方向で体制を整える旨の説明がなされた。
・次年度本部理事として、研修担当：齋藤誠一氏（常任理事）、会報担当：前川和子氏、研究誌
担当：木村修一氏、名簿担当：石田孝夫氏の４名にお願いしたい(内諾済み)との本部提案があ
り、新年度の理事会・総会の審議事項にすることが、了承された。
２．全国研修会について
・２０１２年度の全国研修会については、既に担当地区で心積りができている状況にあるため、
近畿地区が単独で担当することが決定した。
・２０１４年度は本部および関東・甲信越地区が担当となり、この回から、研修担当理事が関
与することになった。
・開催地について、交通の便を考慮すると、東京・近畿で交互に開催するのがよいという意見
が多く出された。また、ＪＬＡ短大部会や日短協図書館情報委員会との共同実施も考えられる。
２０１４年度の後については、研修会のあり方も含め、その時点で決めることとした。
３．研究誌『短期大学図書館研究』について
・２０１１年度から研究誌編集業務を担当理事に引き継ぐこととなった。
・広告（賛助会員）に関しては、７地区に協力を依頼し、本部会計が担当する。
４．全国会報について
・２０１１年度から全国会報業務を担当理事に引き継ぐこととなった。
・メールマガジン年 1 回配信とし、紙媒体の送付は取り止めることを確認した。また、メール
添付について、各地区の加盟館で可能なことを確認した。
５．役員ＭＬのメンバー追加について
・５月理事会に、推薦理事４名はオブザーバーとして出席することが確認された。常任理事は、
５月の理事会・全国総会の承認をもって決定となる。
・総会前であるが、実務的に先行して推薦理事４名を役員ＭＬに追加することが承認された。
以上
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+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+【４】地区活動報告
＜北海道地区＞
▼▽２００９（Ｈ２１）年度事業報告▼▽
１．会勢（平成２２年３月３１日現在）１１館
○入会館 ０
○退会館 ０
２．２０１０（Ｈ２２）年度第５２回北海道図書館大会運営委員会（第１回）出席
○日時：２００９年１２月２日（水）１６：００～
○場所：北海道立図書館
○議事：第５２回北海道図書館大会の開催時期・内容について
３．図書館年鑑２０１０第２回北海道ブロック協力者会議出席
○日時：２０１０年１月１５日（金）１４：３０～
○場所：北海道立図書館
○議事：図書館年鑑２０１０年版概況原稿調整について
４．２０１０（Ｈ２２）年度第５２回北海道図書館大会運営委員会（第２回）出席
○日時：２０１０年１月２７日（水）１５：００～
○場所：北海道立図書館
○議事：第５２回北海道図書館大会の概要について
５．
「北海道地区協議会通信」Ｎｏ．３２発行（平成２２年３月３１日）
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度事業報告▼▽
１．会勢（平成２２年４月１日現在）１１館
○入会館 ０
○退会館 ０
２．２０１０（Ｈ２２）年度第１回役員会
○日時：２０１０年５月１４日（金）１５：００～１６：００
○場所：北海道武蔵女子短期大学附属図書館
○出席：５館 ６名
○議事：
１）平成２２年度総会の議題について
２）その他
３．２０１０（Ｈ２２）年度総会
○日時：２０１０年５月１４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 ７名 委任状提出５館
○議事：
１）平成２１年度事業報告
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２）平成２１年度決算報告および監査報告
３）平成２２年度事業計画案
４）平成２２年度予算案
５）その他
４．２０１０（Ｈ２２）年度第２回役員会（紙上）
○日時：平成２２年６月８（火）
○議事：平成２２年度北海道地区協議会研修会について
５．２０１０（Ｈ２２）年度研修会
○日時：２０１０年８月２８日（土）１３：３０～１６：００
○場所：北海道武蔵女子短期大学附属図書館
○出席：７館 １３名
○内容：本の修理について（実習）
○講師：坂上吉武氏（札幌市中央図書館ボランティア）
６．第５２回北海道図書館大会
○日時：２０１０年度９月９日（木）～１０日（金）
○場所：北海学園大学
○主催：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、北海道立図書館
○内容：２日目の第７分科会「ボランティアとの協働について」の企画・運営を北海道地区協議会
が担当。
７．
「北海道地区協議会通信」Ｎｏ．３３（平成２３年３月末）発行予定
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+
＜東北地区＞
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度事業報告▽▼
１．会勢（平成２２年４月１日現在）１６館
２．２０１０（Ｈ２２）年度 全国理事会・総会出席
○日時：２０１０年５月２０日（木）
・２１日（金）
○場所：東京ガーデンパレス「橘の間」
・内田洋行
○出席：理事館／青森大学・青森短期大学附属図書館
３．２０１０（Ｈ２２）年度 東北地区協議会 総会
○日時：２０１０年９月２日（木）１０：３０～１２：００
○場所：ホテル青森 ３階 「あすなろの間」
○出席：９館 １４名（委任状 ７館）
○議事：
１）平成２１年度活動報告
２）平成２１年度決算報告および監査報告
３）平成２２年度活動方針・事業計画案および予算案
４）平成２２年度全国理事会報告
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５）その他：東北地区次期役員館等の確認
６）備考：平成２２年度活動方針・事業計画案および予算案については、総会開催時期が９月の
ため、年度始めに理事館を除く加盟館１５館に案を送付し、承認を得ている。
４．２０１０（Ｈ２２）年度 東北地区協議会 研修会（全国研修会と併催）
○日時：２０１０年９月２日（木）１３：００～９月３日（金）１６：３０
○場所：ホテル青森 ３階「善知鳥の間」
「孔雀西の間」
○出席：１０館 １３名
○講演 （１）
「図書館の新しい学習環境について」
～米国における最新の動向を中心に～
丸善（株）教育・学術事業本部 学術情報ＳＯＬ事業部
ネットソリューションセンター長
矢野 正也 氏
（２）
「知の協働空間をめざして」
～尚絅学院大学新図書館ａｌｍｏの試み～
尚絅学院大学教授・図書館長
阿留多伎 眞人 氏
５．東北地区協議会加盟館名簿の作成
６.臨時全国理事会・業務担当者連絡会議出席
○日時：２０１０年１２月９日（木）
○場所：東京ガーデンパレス「橘の間」
○出席：理事館／青森大学・青森短期大学附属図書館
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+＜関東甲信越地区＞
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度事業報告▼▽
１．会勢（２０１０年４月１日現在）６０館
○退会館：２００９（Ｈ２１）年度末退会
東海大学短期大学高輪図書館
杉野服飾大学附属図書館
山脇学園短期大学図書館
桐朋学園芸術短期大学図書館
○館名変更：東京文化短期大学図書館（旧）→新渡戸文化短期大学図書館
２．２０１０（Ｈ２２）年度第 1 回合同幹事会
○日時：２０１０年５月２１日（金）１１:３０～１２:３０
○場所：内田洋行 会議室
○出席：９館 ９名
○議事：ホームページについて
３．２０１０（Ｈ２２）年度第２回合同幹事会
○日時：２０１０年７月１５日（木）１４:００～１７:００
○場所：青山学院女子短期大学図書館
○出席：１０館 １０名
○議事：
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１）ホームページについて
２）会報について
３）２０１０（Ｈ２２）年度関東甲信越地区研修会について
４．２０１０（Ｈ２２）年度第３回合同幹事会
○日時：２０１０年９月７日（木）１４:００～１７:３０
○場所：日本体育大学図書館
○出席：１０館 １０名
○議事：
１）２０１０（Ｈ２２）年度関東甲信越地区研修会について
２）次期幹事館依頼について
５．２０１０（Ｈ２２）年度関東甲信越地区研修会
○日時：２０１０年１０月２２日（金）１１:００～１７:００
○場所：日本体育大学 世田谷キャンパス大会議室
○参加：３２館 ４５名
○内容：テーマ「学生支援と図書館 Ｐｔ.３―情報リテラシー教育の実践―」
○講演：木村修一氏（北海道武蔵女子短期大学）
「図書館利用教育の重要性と実施ポイント―実践事例から考察する―」
○事例報告１：田村栄子氏（清泉女学院大学・短期大学図書館）
「学習支援の第一歩―＜図書館でできること＞を伝える―」
○事例報告２：高橋可奈子氏（湘北短期大学図書館）
「湘北スタイルのラーニング・コモンズを目指して」
○事例報告３：大石弘美氏（青山学院女子短期大学図書館）
「多様な６学科構成に対応した学生支援」
○事例報告４：山田かおり氏（嘉悦大学情報メディアセンター）
「嘉悦大学における＜学生に火をつける＞ための学習支援環境」
○パネルディスカッション：毛利和弘会長、講演者、事例報告者４氏
○日本体育大学新図書館見学
６．２０１０（Ｈ２２）年度第４回合同幹事会
○日時：２０１０年１１月１７日（水）１３:３０～１７:３０
○場所：青山学院女子短期大学
○出席：１４館 １４名
○議事：
１）交替する幹事からの業務説明
２）次期幹事館の担当について
３）次期ホームページ・メーリングリスト契約について
４）２０１１（Ｈ２３）年度総会について
７．２０１０（Ｈ２２）年度第５回合同幹事会
○日時：２０１１年１月１３日（木）１４:００～１７:００
○場所：日本体育大学図書館
○出席：１１館 １１名
○議事
１）本部理事の業務確認と引き継ぎについて
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２）２０１１（Ｈ２３）年度理事会・総会について
３）講演会について
８．２０１０（Ｈ２２）年度第６回合同幹事会
○日時：２０１１年３月７日 １４：００～１７：００
○場所：共立女子大学・共立女子短期大学図書館
９．会報４９号・５０号の発行
○「関東甲信越地区協議会会報」４９号・５０号合併号（２０１１年３月２０日発行）
内容：２０１０（Ｈ２２）年度総会報告、地区研修会報告、他
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+＜東海・北陸地区＞
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度事業報告▼▽
１．会勢（平成２２年４月１日現在）１９館
○入会館 なし
○退会館 修文大学・一宮女子短期大学附属図書館
２．２０１０（Ｈ２２）年度第１回幹事会
○日時：２０１０年５月２５日（火）１３：３０～１５：００
○場所：名古屋経済大学・名古屋経済大学短期大学部図書館
○出席：５館 ７名
○議事：
１）役員交代について
２）平成２１年度事業報告･決算および監査報告
３）平成２２年度事業計画（案）
・予算（案）について
４）会長校・幹事校の輪番について
５）平成２２年度総大会実施について
６）その他
３．２０１０（Ｈ２２）年度総大会・研修会・情報交換会・研修見学会
（１）総大会
○総会
○日時：２０１０年８月２５日（水）１３：３０～１９：３０
○場所：名古屋経済大学名古屋駅前サテライトキャンパス
○出席：１１館 １６名（委任状８館）
○議事：
１）東海･北陸地区加盟館の現状
２）平成２２年度役員校紹介
３）平成２１年度事業報告
４）平成２１年度決算報告
５）監査報告
６）平成２２年度事業計画（案）
７）平成２２年度収支予算（案）
８）会長校輪番について
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９）幹事校輪番について
１０）平成２３年度会長校および地区幹事校の確認
１１）その他
１２）平成２３年度会長校挨拶
[愛知江南短期大学附属図書館]
○講演：「日本語と私 ～放送現場の体験を通して～」
○講師：野田昇司氏 （名古屋経済大学短期大学部 副学長）
（２）研修会
○内容：利用促進広報関係グッズセッション
ポスター、図書館報、利用案内など
（３）情報交換会
○場所：左阿彌
○出席：１０館１５名
（４）研修見学会
○日時：２０１０年８月２６日（木）９：００～１６：００
○場所：名古屋経済大学・名古屋経済大学短期大学部図書館 ５階
○出席：９館１３名
図書館施設内説明･見学
木曽川昼鵜飼、犬山城及び周辺見学
４．２０１０（Ｈ２２）年度第２回幹事会
○日時：２０１０年１１月２６日（金）１１：３０～１３：３０
○場所：名古屋マリオットアソシアホテル １８階 華雲
○出席：４館 ６名
○議事：
１）平成２２年度総大会反省について
２）平成２３年度役員校について
３）平成２３年度総大会・研修会実施について
４）その他
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+＜近畿地区＞
▼▽２００９（Ｈ２１）年度事業報告▽▼
１．会勢（２００９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：２００９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
○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
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６階会議室

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．幹事会
２００９（Ｈ２１）年度第１回
○日時：２００９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
○議事：
会計館引継ぎについて
会長館引継ぎについて
大学図書館近畿イニシアティブへの要望書について
２００９（Ｈ２１）年度第２回
○日時：２００９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：
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
研修会当日の役割分担
大学図書館近畿イニシアティブの入会について
紀要の原稿募集状況
２００９（Ｈ２１）年度第３回
○日時：２０１０年２月９日（火）１４：００～１６：００
○場所：藍野大学中央図書館３階会議室
○議事：次期役員校
紀要原稿状況
来年度予算案
来年度研修会案
来年度総会（日程・総会議長・研修会・配布資料）
役員の職務分担および輪番制の改正
２００９（Ｈ２１）年度第４回
○日時：２０１０年４月２７日（火）１４：００～１６：３０
○場所：藍野大学中央図書館３階会議室
○議事：総会・第１回研修会打ち合せ
２００９（Ｈ２１）年度第５回
○日時：２０１０年５月１４日（金）１１：００～１３：００
○場所：藍野大学中央図書館３階会議室
○議事：総会・第 1 回研修会打ち合せ
４．研修会
２００９（Ｈ２１）年度第１回
○日時：２００９年５月１５日（金）１５:００～１６:３０
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図書館館長室

○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
２００９（Ｈ２１）年度第２回
○日時：２００９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
２００９（Ｈ２１）年度第３回
○日時：
２００９年１０月１５日（木）１３:００～１７:００
２００９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（有限会社インフォメーションプランニング代表）
○参加者：６館７名
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度事業報告（１２月末まで）および活動予定（３月末まで）▽▼
１．会勢（平成２２年５月１４日現在）４０館
○退会館 千里金蘭大学附属図書館
○名称変更 常磐会学園図書館（旧名称：常磐会短期大学図書館）
２．総会
○日時：２０１０年５月１４日（金）１３:３０～１５:００
○場所：藍野大学中央図書館
○出席：２０館２４名 委任状：１９館
○議事：
１）平成２１年度会務報告について
２）平成２１年度活動報告について
３）平成２１年度決算報告および監査報告について
４）平成２２年度役員館選出について
５）平成２２年度事業計画（案）について
６）平成２２年度予算（案）について
７）役員の職務分担の改正
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臨時総会
○日時：２０１１年２月１８日（金）１３:３０～１６:００
○場所：大阪芸術大学短期大学部大阪学舎３号館会議室
○議事：
１）輪番制の改正について
２）平成２４年度全国研修会役員館選出について
３．幹事会
２０１０（Ｈ２２）年度第１回
○日時：２０１０年５月２７日（木）１０:００～１１:３０
○場所：大阪芸術大学短期大学部伊丹学舎図書館
○議事：
会計館引継ぎについて
輪番制見直しに向けての今後の方針について
全国研修会の役員依頼について
２０１０（Ｈ２２）年度第２回
○日時：２０１０年６月４日（金）１６：００～１７：３０
○場所：藍野大学中央図書館
○議事：
会長館引継ぎについて
輪番制見直しについて
全国研修会について
２０１０（Ｈ２２）年度第３回
○日時：平成２２年６月２９日（火）１４：００～１７：００
○場所：大阪芸術大学短期大学部大阪学舎センター館２Ｆ会議室
○議事：
輪番制の見直しについて
役員館業務の見直しについて
２０１０（Ｈ２２）年度第４回
○日時：２０１１年１月２１日（金）１４：００～
○場所：大阪芸術大学ほたるまちキャンパス
○議事：
臨時総会について（議長・進行分担・配布資料）
平成２４年度全国研修会役員について
４．研修会
２０１０（Ｈ２２）年度第１回
○日時：２０１０年５月１４日（金）１５:００～１６:３０
○場所：藍野大学中央図書館
○講演：「再生医療の現状 -脊髄損傷の治療を中心として-」
○講師：井出千束氏（藍野大学中央図書館 館長）
○見学会：藍野大学中央図書館
○参加者：２０館２３名
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２０１０（Ｈ２２）年度第２回
○日時：
２０１０年６月２４日（木）１０:００～１７:００
２０１０年６月２５日（金）１０:００～１７:００
○場所：大阪大学附属図書館総合図書館 図書館ホール（豊中キャンパス）
○内容：大学図書館近畿イニシアティブ基礎研修「初任者研修」
○参加者：６館６名（近畿地区協議会加盟館）
２０１０（Ｈ２２）年度第３回
○日時：２０１０年９月１０日（金）１３:３０～１６:５０
○場所：大阪芸術大学短期大学部大阪学舎３号館１Ｆ
○講演１：
「情報化時代における短期大学図書館運営」
○講師：前川和子氏（大阪大谷大学人間社会学部 准教授）
○講演２：
「利用のための図書の修理 ～身近に出来る修繕と材料、図書の構造について～」
○講師：石井総一郎氏（株式会社雲雀屋製本所 代表取締役）
○参加者：１３館１６名
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+
＜中国・四国地区＞
▼▽２００９（Ｈ２１）年度事業報告▽▼
１．会勢（平成２１年４月１日現在）１４館
○退会館 高松大学短期大学附属図書館
２．２００９（Ｈ２１）年度地区協議会第４回役員会（紙上）
○日時：２００９年３月下旬
○議事：
１）平成２２年度事業報告
２）平成２２年度決算報告・監査報告
３）
「私短図中・四協ニュース」の発行について
４）平成２２年度会長館への引継ぎ確認
３．
「私短図中・四協ニュース」の発行
第３３号（２０１０年３月）（美作大学短期大学部）
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度事業報告▽▼
１．会勢（平成２２年４月１日現在）１１館
○退会館 順正大学短期大学附属図書館
瀬戸内短期大学附属図書館
広島文化学園短期大学附属図書館
２. ２０１０（Ｈ２２）年度新旧役員引継ぎ会
○日時：２０１０年４月３０日（金）
○場所：香川短期大学附属図書館
○出席：美作大学短期大学部（長谷川勝一、杉山陽子）
香川短期大学（木谷紀恵、小野加代子、濱田愛子）
今治明徳短期大学（土岐敦子）
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○議事：
１）平成２１年度事業報告
２）平成２１年度決算報告・監査報告
３）新役員館の業務分担について
４）引継ぎ業務の書面確認について
３. 中国四国地区協議会加盟館名簿作成
平成２２年５月２５日発行
４．２０１０（Ｈ２２）年度地区協議会第１回役員会
○日時：２０１０年６月８日（火）
○場所：香川短期大学附属図書館
○議事：
１）平成２１年度事業報告
２）平成２１年度決算報告・監査報告
３）平成２２年度事業計画（案）
４）平成２２年度予算（案）
５．２０１０（Ｈ２２）年度地区協議会第２回役員会
○日時：２０１０年８月１０日（火）
○場所：香川短期大学附属図書館
○議事：第２５回平成２２年度地区協議会総会・研修会の内容について
６. ２０１０（Ｈ２２）年度地区協議会第３回役員会
○日時：２０１０年８月２６日（木）
○場所：ホテル セント・カテリーナ宇多津
○議事：第２５回平成２２年度地区協議会総会・研修会の最終確認について
７. 第２５回２０１０（Ｈ２２）年度地区協議会総会・研修会
○日時：２０１０年８月２６日（木）１１：１５～１６：１０
○場所：ホテル セント・カテリーナ宇多津
○出席：９館 １４名
（１）総会
○協議事項：
１）平成２１年度事業報告
２）平成２１年度決算報告・監査報告
３）平成２２年度事業計画（案）
４）平成２２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
○報告事項：
１）私立短期大学図書館協議会のホームページ改編について
２）会費納入時期変更について
３）
「短期大学図書館研究」原稿募集について
（２）研修会
○講演：「機関リポジトリ・共同リポジトリ」
○講師：尾崎文代氏（広島大学図書館 図書学術情報企画グループ主査
企画調整兼学術リポジトリ主担当）
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○参加者：１３館 ２３名（他地区・会員外を含む）
８．２０１０（Ｈ２２）年度地区協議会第４回役員会（予定）
○日時：２０１１年３月上旬～下旬
○議事：
１）平成２２年度事業報告（案）
２）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
９．
「私短図中・四協ニュース」の発行
第３４号（２０１１年３月）（香川短期大学）
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+
＜九州地区＞
▼▽２００９（Ｈ２１）年度および２０１０（Ｈ２２）年度事業報告▽▼
１．会勢（平成２２年４月１日現在）２０館
２．２００９（Ｈ２１）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：２００９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
○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年度事事業案・予算案について
３）承合事項
・
「図書館規程・内規」について
４）フリーディスカション（図書館業務における問題点など）
５）連絡・報告事項
・
「短期大学図書館研究」第２８号編集報告
・本部業務分担について
・平成２１年度役員館及び退会館について
・その他
○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」にいて
講師：鎌田佐多子氏（沖縄女子短期大学教授）
３．２００９（Ｈ２１）年度研修会
○日時：２００９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
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１）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）
２）沖縄県公文書館見学
４．
「ニューズレター」第３２号発行
平成２２年３月３１日
５．平成２２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：２００９年４月２２日（木）１３：３０～１７：００
○場所：福岡ガーデンパパレス ３階「雲仙の間」
○出席：１９館２７名
東筑紫短期大短期大学、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、精華女子短期大学、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、九州龍谷短期大学、佐賀女子短期大学、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
○議事：
１）平成２１年度事業報告・決算報告及び監査報告
２）平成２２年度事業計画案・予算案の審議
３）承合事項
・参考図書（辞典類）、雑誌の最新号の貸出について
・図書館利用状況と利用促進・著作権教育について
・外部オンライン・データベースについて
・卒業時の未返却図書の督促について
・学外者利用の実施状況について
４）フリーディスカション（図書館業務における問題点など）
５）連絡・報告事項
・平成２２年度の役員について
・本部業務分担について
・その他
○研修会
講演：「ホームページ開発と図書館の関わり」について
講師：津森伸一氏（近畿大学九州短期大学・生活福祉情報科教授）
６．
「ニューズレター」第３３号発行
平成２２年１２月２０日
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
【５】編集後記
会報第 66 号をお届けいたします。
編集中に、東北地方太平洋沖地震が発生し、東北地方から関東地方の太平洋沿岸に大きな被害が
ありました。一週間たっても余震は続いており、震災報道より地震・津波の凄さに絶句することし
きり、つくづく恐ろしいと感じました。
被害にあわれた皆様には、衷心よりお見舞い申し上げます。
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一方、
「九州新幹線、全線開業」のニュースもありました。これで青森から鹿児島まで鉄路がつな
がった、と。
暗いニュース、明るいニュースと報道される中、私は青森の地名を聞いて、青森で開催された昨
年 9 月の全国研修会が脳裏に蘇りました。また、鳴海勇蔵著『地吹雪ツアー熱闘記』
（はる書房）で
知った、津軽地方の冬の町おこしの「ストーブ列車」「サンタ列車」のことなども思い出しました。
機会があれば、ストーブ列車に乗ってみたいと思いました。
さて私短図協においては、今年度 2 つの動きがありました。
まず、大がかりなホームページの改編により、全加盟館が名簿等の詳細情報を共用できるように
なったこと。次に、地区分担業務（研修会、研究誌、会報）の負担を考慮する刷新が行われ、本部
に理事を位置づける体制を整えるようになったこと。
したがって、来年度より会報業務は本部理事、前川和子氏に引き継いでいただけることになりま
した。
最後になりましたが、会報作成にあたり、事務局、各地区会長館の方々、そして諸担当の皆様に
はご協力いただき誠にありがとうございました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。
（小野）
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