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【１】２０１１（Ｈ２３）年度 全国総会開催報告
○日時：２０１１年５月２０日（金）１３：００～１４：１５
○場所：共立女子大学・共立女子短期大学本館１５階会議室（東京都千代田区一ツ橋２－２－１）
○出席者：３５館（４２名）

委任状１０１館

合計１３６館

総会成立

司会：小林陽子氏（青山学院女子短期大学図書館）
配付資料：全国総会議案書、講演会資料『情報リテラシー教育の実践－「インターネット情報
のアクセス指南」を参考として」』
・毛利和弘会長から、東日本大震災とい
う未曾有の災害があり、厳しい状況の中
で多くの方に参加いただいたことへの
感謝と、特に協議会の新体制のスタート
となる議題３「２０１０(平成２２)年度
協議会新体制と新役員選出」については、
総会にてご承認いただきたいとのお願
いがあった。
また、総会後には常任理事をお引き受
けいただいた齊藤誠一先生の情報リテ
ラシーに関する講演や図書館見学会もあるので、何かひとつでも現場に持ち帰って業務に役
立てていただきたいとのことであった。
・議長は、玉田清市氏（北海道武蔵女子短期大学附属図書館）が指名され、議事進行を務めた。
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・記録人は、土居道子氏（実践女子短期大学図書館）・高野聡氏（新潟青陵大学短期大学部図書
館）が指名された。
議題１．
▼▽２０１０（Ｈ２２）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（２０１１年４月２０日現在）
北海道地区１０、東北地区１５、関東・甲信越地区５８、東海・北陸地区１７、近畿地区
３６、中国・四国地区１１、九州地区１９

合計１６６館

○入会館〔 １館〕
＜関東・甲信越地区＞ 埼玉東萌短期大学附属図書館
○退会館〔１２館〕
＜北海道地区＞

専修大学北海道短期大学図書館

＜東北地区＞

尚絧学院大学図書館、

＜関東・甲信越地区＞ 文教大学湘南図書館
日本大学生物資源科学部図書館
共栄大学・共栄学園短期大学図書館
＜東海・北陸地区＞

星陵女子短期大学図書館
南山短期大学図書館

＜近畿地区＞

姫路日ノ本短期大学図書館
京都嵯峨芸術大学附属図書館
大阪学院大学図書館
大阪女子短期大学図書館

＜九州地区＞

長崎玉成短期大学図書館

２）全国理事会開催
○日時：２０１０年５月２０日（木）１４：００～１７：００
○場所：東京ガーデンパレス
３）全国総会開催
○日時：２０１０年５月２１日（金）１３：１５～１６：５０
○場所：内田洋行
４）『短期大学図書館研究』第３０号（２０１１年３月）の発行
北海道地区（北海道武蔵女子短期大学図書館の柳橋望氏）が担当した。
５）広報
・『会報』第６６号（２０１１年３月）の作成
中国・四国地区（香川短期大学図書館の小野加代子氏）が担当した。
・ホームページ・メーリングリストの改訂とサイト保守・運用委託契約
会報が年1回の刊行となり、年度途中の事項はホームページで広報する。委託先との協議
を全４回開催。
・『図書館年館』への報告
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『図書館年鑑』掲載の原稿作成は、私短図協（２年）公短図協（１年）で担当となって
おり、今年度は本部事務局の谷口豊氏が公短図協・日図協短大高専部会・日短協へ原稿
を依頼し作成した。
６）全国研修会
○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
東北地区（青森大学・青森短期大学附属図書館の菅勝彦館長・下山修司氏）が担当した。
７）臨時理事会
○日時：２０１０年１２月９日（木）１３：５５～１６：４０
○場所：東京ガーデンパレス
例年の「業務担当者連絡会議」を「臨時理事会」との合同会議として開催した。７地区
の輪番制で担当してもらっていた業務（研究誌の発行・全国会報の発行・全国研修会の開
催）が、加盟館数の減少等により地区輪番制では困難になってきているため、推薦理事の
了承を得て本部に移行する場とした。全国研修会については、次回の担当の近畿地区で既
に段取りができているということで例外的に業務を残したが、それ以外の業務については
全て本部に移行し、理事が業務を担当し、本部事務局がバックアップをするという継続的
に業務が続けられる枠組みを作った。今後は、新体制と平行して私立短大関係組織との連
携や未加盟短大への加入の働きかけも必要である。
８）本部役員会：全７回開催（関東・甲信越地区幹事会との合同会議）
＊議長より議題１について審議の提案があり、異議なく承認された。
議題２．
▼▽２０１０(Ｈ２２)年度決算報告および監査報告 ▽▼
・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２０１
０（平成２２）年度決算報告があった。その後、監査人を代表して、蓜島千枝子氏（国際学院埼
玉短期大学附属図書館）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．
▼▽２０１１(Ｈ２３)年度 協議会新体制と新役員選出▽▼
・地区担当者については各地区で既に承認されているが、協議会新体制の本部推薦理事について
会則第６条に基づき総会での承認が必要となるため、毛利会長より紹介があった。
本部（研修担当） ：齊藤誠一理事（千葉経済大学短期大学部）［常任理事］
本部（会報担当） ：前川和子理事（大阪大谷大学人間社会学部）
本部（研究誌担当）：木村修一理事（北海道武蔵女子短期大学）
本部（名簿担当） ：石田孝夫理事（カリタス女子短期大学図書館）
＊議長より議題３について審議の提案があり、異議なく承認された。
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議題４．
▼▽２０１１(Ｈ２３)年度事業計画案審議 ▽▼
・本部事務局の久保寿治氏（共立女子短期大学図書館）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）２０１１（Ｈ２３）年度全国理事会開催
○日時：２０１１年５月１９日（木）１３：００～１７：００
○場所：東京ガーデンパレス
２）２０１１（Ｈ２３）年度全国総会開催
○日時：２０１１年５月２０日（金）１３：００～１７：００
○場所：共立女子大学・共立女子短期大学
総会の後、講演と見学を行う。
３）『短期大学図書館研究』第３１号の刊行
担当：木村修一理事（北海道武蔵女子短期大学）
４）広報
・『会報』第６７号（２０１２年３月）の作成
担当：前川和子理事（大阪大谷大学）
・ホームページ・メーリングリストの改訂
担当：石田孝夫理事（カリタス女子短期大学図書館）ほか
・『図書館年鑑』への報告
公短図協・日図協短大高専部会・日短協との調整により、今年度は本協議会の原稿のみ作成。
５）全国研修会
本年度は、非開催年（日短協との相互開催）
。日短協「図書館情報担当者研修会」（２０１
１年９月８・９日：仙台ガーデンパレスにて開催予定）
・研修担当については、本部の齊藤誠一理事にお願いしているが、２０１２（平成２４）年度に
ついては既に新体制前の輪番制で準備を進めているため、近畿地区の濱岡賢二氏（大阪信愛女
学院短大図書館）が担当することになっている。
６）その他
東日本大震災について
・全国理事会にて、本部として被災状況の大きい東北地区加盟の３館を対象に年会費の免除を提
案した。
・近畿地区より本部からの地区助成金・地区交付金の２８万円を被災館のために使って欲しいと
の申し出があり、いったん本部預かりとし、被災状況等を再度調査して配分を検討すること
になった。
＊議長より議題４について審議の提案があり、異議なく承認された。
議題５．
▼▽２０１１（Ｈ２３）年度予算案審議▽▼
・ 本部会計の久保田氏から、総会議案書に基づいて予算案の説明があった。
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Ｑ：東日本大震災の被災館への見舞金について予算に上げておかなくて良いのか？
Ａ：年会費相当の見舞金として予備費から支出を検討している。
＊ 議長より議題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▽▼
１） 東日本大震災について
毛利会長から、加盟館の被災状況とその対応について報告があった。
・被害状況については、東北地区協議会、関東・甲信越地区協議会から現状報告をしていただい
ている。
・本部としては、見舞金として予備費から１５，０００円（会費相当）を差し上げようと考えて
いたが、近畿地区から申し出のあった本部預かりとしている２８万円と併せて配分を決めてい
きたいと考えている。
・協議会として被災館に義援金として見舞金をお渡ししていくということについては、総会でご
承認いただいたうえで、本部において配分方法等について検討していきたいと考えている。
本部事務局の谷口氏から、被災状況調査について補足があった。
・被災状況調査全体については、北海道地区、東北地区、関東・甲信越地区の３地区に加盟館へ
役員ＭＬ上で依頼した。
・北海道地区は、大きな被害はなかったとの報告があった。東北地区は、３館ぐらいが書架の倒
壊を含めて大きな被害があったと理解している。関東・甲信越地区は、図書の落下については
被害がでているが、建物や書架の大きな被害はなかった。報告時の各館の状況にもよるので、
再度調査をする必要あると考えているが、単に被災状況を調査する段階から、被災館の要望を
ヒアリングする段階に来ている。
２）第９７回全国図書館大会（多摩大会）の案内
石田理事から、２０１１年１０月１３・１４日に開催される日本図書館協会主催全国図書館
大会について案内があった。
・１３日の全体会（調布市グリーンホール）では、震災に関するシンポジウムが予定されている。
・１４日の分科会では、短大・高専図書館で単独の分科会（図書館利用教育の実践法）を明星大
学（日野市）で開催予定である。なお、明星大学の新図書館見学も予定している。
３）日本図書館協会の義援金の募集について
石田理事から、日本図書館協会では義援金の募集を８月末まで延長しているので、個人、団
体での義援金やボランティア活動への協力のお願いがあった。
〔質疑＆応答〕
Ｑ：今回の震災を踏まえ図書館の増築、改築の際の耐震基準について、図書館には通常の建物と
異なる建築基準や留意事項などがあれば教えていただきたい。また、浸水や土砂崩れで建物
や書架が倒壊したときの修復についても、ガイドラインのようなものがあれば加盟館で共有
できるようにしていただきたい。
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Ａ：図書館も通常の建築基準とは基本的には変わらないが、床加重の検討が必ず必要となり、耐
震についても書架や建物を免震にする方法がある。今回の震災については、このような基準
の想定外の要素が多く、現在でも調査が進んでいない状況であるが、研修会や講演会などが
予定されている。主なものとしては、９月８日・９日に仙台で開催される日本私立短期大学
協会の研修会、５月２６日に日本図書館協会で開催される図書館建築研究会の討論会などが
ある。水損した資料の対応については、１０月１３日・１４日に開催される全国図書館大会
の資料保存分科会で話題にする予定である。被災された図書館の修復事例を加盟館で共有す
ることが必要である。
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】１４：３０～１６：００ 『情報リテラシー教育の実践－
「インターネット情報へのアクセス指南」を参考として」』
講師：齊藤誠一氏（千葉経済大学短期大学部）
公共図書館での実践事例をもとに、情報リテラシー教育に関する講座の企画や実践方法につい
てお話しいただいた。
【見学】１６：１５～１７：００ 共立女子大学・共立女子短期大学図書館を見学
【２】事務局報告
▼２０１１（Ｈ２３）年度 全国理事会開催報告
○日時：２０１１年５月１９日(木)１３：００～１７：００
○場所：東京ガーデンパレス
○出席者：２３ 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）

(2011年度)常任理事（研修担当）

齊藤 誠一（千葉経済大学短期大学部）

(2011年度)理事（会報担当）

前川 和子（大阪大谷大学）

(2011年度)理事 (名簿担当)

石田 孝夫（カリタス女子短期大学図書館）

(2010年度)事務局・(2011年度)監査 谷口

豊（日本体育大学図書館）

(2011年度)事務局

久保

(2011年度)広 報

高野

会

久保田智弘（山野美容芸術短期大学図書館）

計

寿治（共立女子短期大学図書館）
聡（新潟青陵大学短期大学部図書館）

(2010年度)名簿・(2011年度)監査

篠原 智子（立教女学院短期大学図書館）

(2010年度)監査

蓜島千枝子（国際学院埼玉短期大学附属図書館）

(2010年度)監査

小野

恵子（文化学園大学図書館）

以上１１名

欠席： (2011年度)理事（研究誌担当）木村 修一（北海道武蔵女子短期大学）
【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）
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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：小林 陽子（青山学院女子短期大学図書館）
東海・北陸：

高橋 由紀・山形 容子（愛知江南短期大学附属図書館）

近畿：

三村 裕紀（関西外国語大学図書館学術情報センター）

中国・四国：

竹安 宏匡・小野加代子（香川短期大学附属図書館）

九州：

緒方 章嗣・平山 紀子（近畿大学九州短期大学図書館）

以上１２名

司会進行：谷口 豊（本部事務局）
配付資料：１．議事次第・役員名簿他、２．全国総会議案書、３．各地区報告書、
４．北海道地区協議会通信№.３３
議事
１．会長挨拶（毛利氏）
理事会の目的には、大きくは総会準備、地区活動の情報交換・運営管理、協議会の組織
体制のあり方があるので、検討に協力を願いたいとの挨拶があった。また、今回は、大震災
対応検討のため、例年より１時間繰上げての開催としたとの報告があった。
２．自己紹介（北海道地区から出席者名簿順、推薦理事）
３．新たな協議会体制・役員体制と引継ぎについて
谷口氏より、発足時からの経過報告があり、加盟館数の大幅な縮小（ピーク時１９９７年
３３８館、２０１１年１６６館）により運営が厳しく、２００３年度からの輪番地区分担
体制の方向転換が必要となり、本部理事体制への移行が昨年１２月の臨時理事会で基本的
に了承された旨報告があった。
会長より、推薦理事４名を会務の各担当者とし、本部に窓口担当者を置く旨の説明があ
り、研修担当の齊藤誠一氏、会報担当の前川和子氏、研究誌担当の木村修一氏（欠席)、名
簿担当の石田孝夫氏が了承された（規約により、総会の承認を得て最終決定となる）。
また、規約に基づき、理事の互選により、齊藤氏の常任理事が決定した。
なお、各推薦理事から改めて自己紹介があった。
４．東日本大震災対応について
谷口氏より、東北、北海道、関東甲信越地区を対象に被害状況調査を行ったこと、また、
関東地区も被害を受けており、地域によりかなり差があるとの報告があった。
会長より、見舞金については、関東地区でも見られた本の落下程度を除き、かなりの書架
が倒壊しているなど、被害程度の大きい東北地区３館（調査報告による）を対象に、見舞金
として年会費相当額を当てる旨の提案があり、了承された。なお、今回の調査は、各館の自
由記述によっているので、最終的には再度の聞き取りの必要性があるという見解が示された。
また、日本図書館協会から、「各図書館団体で行う講演・研修会において義援金箱を置いて
寄付を募ってほしい」との要請があるので、明日の総会・講演会受付で呼びかけたいと提
案があり、了承された。
５．各地区事業報告
北海道から九州の順で地区の状況、本年度の会勢と事業計画案の報告があった。
・北海道地区から、現在10館がさらに減少する可能性があるとの報告があった。
・近畿地区から、地区協議会の決議として、「近畿地区交付金・助成金を見舞金に充ててほ
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しい」との要請があり、決議を尊重して本部預かりとして検討することになった。また、
地区役員輪番制のために、内規改訂を行ったことが報告された。
６．総会について
１）議案の確認について
事業報告、決算・監査報告、新役員・新体制、事業計画案、予算案の確認を行った。
２）新体制に関することについて
・次回２０１２年度の全国研修会は、従来の分担制の担当地区である近畿地区が担当する
ことを確認しているため、研修担当の齊藤常任理事は、２０１４年度の全国研修会（本
部および関東・甲信越地区担当）からの担当となる。
・広報関係では、前川理事が、全国会報の発行を担当し、高野幹事が『図書館年鑑』の取
りまとめを中心に担当する。
・研究誌担当の木村理事は、『短期大学図書館研究』の編集刊行。
・名簿担当の石田理事は、ホームページ・メーリングリストの管理も担当する。
３）ホームページ改訂・契約について
谷口氏より、質問に答える形で、ホームページのメンテナンス態勢について、次のよう
な報告と確認がなされた。
・役員館が交代しても、どこでも担当できることを優先して、業者委託としている。
・地区名簿は、様式を統一せず、地区ごとに使い勝手のいいもので掲載できるようにして
ある。
・各地区の担当者は、メーリングリストに登録するものを単なる代表アドレスではなく、
日常的に見ているアドレスにし、そして、担当者が交代する際は、きちんと引継いでい
ただきたい。
・地区のメーリングリストを大いに活用していただきたい。
・地区事情で当初添付ファイルが禁止されていたが、具体的には地区ごとの運用をお願いした
い。
・近畿地区より「入会案内をトップページに置いたほうがいいのでは」との提案があった。
・入会案内、メーリングリストのマニュアル更新等については、本部で検討する。
４）会費納入について
本部会計の久保田氏から、昨年度は全国研修会開催の資金調達のため、会費納入の地
区締切を６月末にし、今年は７月初旬に納入時期を変更したが、諸事情がある場合は、
各地区の状況に合わせ、個別に相談したいとの説明があった。
５）研究誌について
「地区ごとの本数を指示した編集内規があり、地区の研修会テーマ設定の際、実習な
どの論稿化しづらいものを選びにくいという制約がある」という意見に対して、会長よ
り、「論稿化は、全加盟館が共有して自己研修の資料とするものなので、内規の本数に
こだわらなくてよい」、「研修会や事例発表の講師にできるだけ論稿化をお願いしてほ
しい」と改めて要請があった。
６）総会の議長を北海道地区の玉田清市氏にお願いした。
７．その他
・ボランティアで震災現地に赴いた齊藤常任理事（日本図書館協会施設委員）・石田理事（短
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大高専図書館部会長）より、現地の被災状況、ボランティア活動等について報告があった。
・石田理事より、１０月１３・１４日開催予定の全国図書館大会・多摩大会の呼びかけがあ
った。
・会長より、研究誌の賛助会員（広告）募集にあたり、資金確保のためにも各地区の協力を
求めたいと呼びかけがあった。なお、賛助会員については、研究誌の一覧や広告面に掲載
するだけでなく、同送メールを使うなどして、全加盟館に紹介する対応などを考えたいと
の報告があった。
▼東日本大震災の見舞金ついて
６月末から７月初旬にかけて東北地区で被災されたと思われる図書館に「東日本大震災被
害状況報告書」用紙を送付し、より正確な被災状況を提出していただいた。これを基に本部
幹事会において近畿地区からの預かり金２８万円と本部見舞金(年会費相当分を基本)を加え
て金額を検討した結果、５月の理事会及び全国総会で報告した推定被災館３館に２館を加え
た計５館に見舞金をお渡しすることとした。
また、東北地区各館からのご意見を参考に大きな被災館を手厚くした。
見舞金対象館は、次のとおり。
A．大規模被災館(各１２万円)
１）(岩手県) 修紅短期大学図書館
２）(福島県) 福島学院大学図書館情報センター
B．中規模被災館(各３万円)
１）(宮城県) 東北生活文化大学・東北生活文化短期大学部附属図書館
２）(宮城県) 聖和学園短期大学図書館
３）(福島県) 桜の聖母短期大学図書館情報センター
＜本部役員会記録＞
この会議は、関東甲信越地区協議会幹事会と同日開催。
第１回 ２０１１年 ５月２０日（金）会場：共立女子大学・共立女子短期大学
第２回 ２０１１年 ７月１５日（金）会場：共立女子大学・共立女子短期大学図書館
第３回 ２０１１年 ８月２３日（火）会場：共立女子大学・共立女子短期大学図書館
第４回 ２０１１年 ９月１３日（火）会場：戸板女子短期大学会議室
第５回 ２０１１年１１月１８日（金）会場：共立女子大学・共立女子短期大学図書館
第６回 ２０１２年 １月１６日（月）会場：共立女子大学・共立女子短期大学図書館
第７回 ２０１２年 ３月１３日（火）会場：鶴見大学図書館
以上

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+【３】地区活動報告
＜北海道地区＞
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度事業報告▼▽
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１．会勢（平成２３年３月３１日現在）１１館
○入会館 ０
○退会館 ０
２．平２３年度第５３回北海道図書館大会運営委員会(第１回)出席
○日時：平成２２年１２月２日(木) １５：３０～
○場所：北海道立図書館
○議事：第 53 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２０１１』第２回北海道ブロック協力者会議出席
○日時：平成２３年１月１４日(金) １４：３０～
○場所：北海道立図書館
○議事：
『図書館年鑑２０１１年版』概況原稿調整について
４．平成２３年度第５３回北海道図書館大会運営委員会(第２回)出席
○日時：平成２３年１月２５日(火) １５：００～
○場所：北海道立図書館
○議事：第５３回北海道図書館大会の概要について
５．平成２２年度第３回役員会
○日時：平成２３年３月２５日(金) １４：００～
○場所：北海道武蔵女子短期大学附属図書館
○出席：４館 ５名 委任状提出１館
○議事：平成２３・２４年度役員館について
６．「北海道地区協議会通信」No．３３発行(平成２３年３月３１日)
平成２３年度活動報告
１．会勢（平成２３年４月１日現在） １０館
○入会館 ０
○退会館 １
２．平成２３年度第１回役員会
○日時：平成２３年５月１３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２３年度総会の議題について
２）その他
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３．平成２３年度総会
○日時：平成２３年５月１３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：５館 ６名 委任状提出５館
○議事：
１）平成２２年度事業報告
２）平成２２年度決算報告および監査報告
３）平成２３年度事業計画案
４）平成２３年度予算案
５）その他
４．平成２３年度第２回役員会(紙上)
○日時：平成２３年７月２１日(木)
○議事：平成２３年度北海道地区協議会研究部会の活動計画(案)について
５．平成２３年度研修会
○第５３回北海道図書館大会第６分科会と同時開催とした。
６．第５３回北海道図書館大会
○日時：平成２３年９月１日(木)・２日(金)
○場所：藤女子大学
○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６分科会 講演「図書館を演出する －今、求められるアイデアと実践－」
講師：多賀谷津也子氏(大阪芸術大学図書館図書課長)
企画・運営を北海道地区協議会が担当。
７．平成２３年度研究部会
○日時：平成２３年９月２４日(土) １０：００～１６：００
○場所：北海道武蔵女子短期大学附属図書館
○出席：６館 １１名
○内容：実習「創意！工夫！でつくる図書館広報グッズ －北海道武蔵女子短期大学の場合－」
８．「北海道地区協議会通信」No．３４ (平成２４年３月末)発行予定

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+＜東北地区＞
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度事業報告▼▽
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１．会勢（平成２３年３月３１日現在）１５館
○入会館 ０
○退会館 尚絅学院大学図書館
２．平成２３年度 全国理事会出席
○日時：平成２３年５月１９日(木)
○場所：東京ガーデンパレス
○出席：館長 菅 勝彦・下山修司
○議事：
１）会長挨拶
２）出席者の自己紹介
３）新たな協議会体制・役員体制と引継ぎについて
４）東日本大震災対応について
５）各地区事業報告
３．平成２３年度 全国総会出席
○日時：平成２３年５月２０日(金)
○場所：共立女子大学・共立女子短期大学

本館１５階会議室

○出席：館長 菅 勝彦・下山修司
○議事：
１）２０１０(平成２２)年度事業報告
２）２０１０(平成２２)年度決算報告および監査報告
３）２０１１(平成２３)年度 協議会新体制と新役員選出
４）２０１１(平成２３)年度事業計画審議
５）２０１１(平成２３)年度予算案審議
６）その他
東北地区協議会では、昨年３月１１日に発生した東日本大震災により当地区加盟館がさまざ
まな被害を受けました。
このような状況下で例年通り総会・研修会を開催するべきかどうかを当地区幹事館と協議会
本部とも協議した結果、平成２３年度は誠に残念ですが開催しないことになりました。

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+＜関東甲信越地区＞
▼▽２０１１（Ｈ２３）年度事業報告▼▽
１．会勢（２０１１年４月２０日現在）５８館
○加盟館：２０１１年４月１２日付
埼玉東萌短期大学附属図書館
○退会館：２０１０（Ｈ２２）年度末退会
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文教大学湘南図書館
日本大学生物資源科学部図書館
共栄大学・共栄短期大学図書館
２．２０１１（Ｈ２３）年度第 1 回合同幹事会
○日時：２０１１年５月２０日（金）１０：００～１０：３０
○場所：共立女子大学・共立女子短期大学
○出席：１３館 １３名
○議事：地区広報担当者の業務について
３．２０１１（Ｈ２３）年度第２回合同幹事会
○日時：２０１１年７月１５日（金）１４：００～１７；００
○場所：共立女子大学・共立女子短期大学図書館
○出席：８館 ８名
○議事：
１）大震災による被災館見舞金について
２）２０１１（Ｈ２３）年度関東甲信越地区研修会について
３）２０１２（Ｈ２４）年度全国研修会について
４．２０１１（Ｈ２３）年度第３回合同幹事会
○日時：２０１１年８月２３日（火）１４：００～１７：００
○場所：共立女子大学・共立女子短期大学図書館
○出席：７館 ７名
○議事：
１）２０１１（Ｈ２３）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
３）研究誌の賛助会員について
５．２０１１（Ｈ２３）年度第４回合同幹事会
○日時：２０１１年９月１３日（火）１４：００～１７：００
○場所：戸板女子短期大学 会議室
○出席：８館 ８名
○議事：
１）２０１１（Ｈ２３）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
３）研究誌の賛助会員について
６．２０１１（Ｈ２３）年度関東甲信越地区研修会
○日時：２０１１年１０月２１日（金）１２：４５～１７：００
○場所：戸板女子短期大学 三田キャンパス 6 階 607 教室
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○参加：２７館 ３３名
○内容：テーマ「図書館サービスのあり方を考える－利用者志向と読書推進の視点から」
○講演 1：毛利和弘氏
（私立短期大学図書館協議会会長、亜細亜大学・亜細亜短期大学部 非常勤講師）
「顧客満足度アップのための図書館サービス－利用者中心志向とは－」
○講演 2：安岡貴美代氏（敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンター事務室長）
「アンケートに基づき読書をする場としての図書館を再考する」
○事例報告：海老澤彩乃氏（戸板女子短期大学図書館）
○フリーディスカッション（参加館の事例紹介）進行：毛利和弘氏
○戸板女子短期大学図書館見学
７．２０１１（Ｈ２３）年度第５回合同幹事会
○日時：２０１１年１１月１８日（金）１４：３０～１７：００
○場所：共立女子大学・共立女子短期大学図書館
○出席：８館 ８名
○議事：
１）メーリングリスト運用マニュアルについて
２）2012(H24)年度全国総会・講演会について
３）次期幹事館依頼について
８．２０１１（Ｈ２３）年度第６回合同幹事会
○日時：２０１２年１月１６日（月）１４：００～１７：００
○場所：共立女子大学・共立女子短期大学図書館
○出席：９館 ９名
○議事
１）メーリングリスト運用マニュアルについて
２）２０１２（Ｈ２４）年度理事会・全国総会・講演会について
３）予算編成（本部・関地区）について
４）次期幹事館依頼について
９．２０１１（Ｈ２３）年度第７回合同幹事会（予定）
○日時：２０１２年３月１３日（火）１４：００～１７：００
○場所：鶴見大学図書館
１０．会報５１号の発行（予定）
○「関東甲信越地区協議会会報」５１号（2012 年 3 月 20 日発行）
内容：２０１１（Ｈ２３）年度総会報告、地区研修会報告、他

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
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＜東海・北陸地区＞
▼△２０１１（Ｈ２３）年度事業報告△▼
１．会勢（平成２３年４月１日現在）１７館
○入会館 ０
○退会館 ０
２．２０１１（Ｈ２３）年度第１回幹事会
○日時：平成２３年５月２６日（木） １４：００～１５：３０
○場所：愛知江南短期大学附属図書館
○出席：５館 ７名
○議事：
1）役員交代について
2）平成２２年度事業報告・決算および監査報告
3）平成２３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２３年度総大会実施について
6）その他
３．２０１１（H２３）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：平成２３年９月１５日（木） １１：００～１８：００
○場所：ウィンクあいち 会議室 1206
○出席：１２館 １５名 （委任状提出館 ： ５館）
○議事：
1）東海・北陸地区加盟館の現状
2）平成２３年度役員校紹介
3）平成２２年度事業報告
4）平成２２年度決算報告
5）監査報告
6）平成２３年度事業計画（案）
7）平成２３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２３年度会長校および地区幹事校の確認
11）その他
12）平成２４年度会長校挨拶
「岡崎女子短期大学図書館」
（２）講演会
○講演：
「図書館でのコミュニケーションを考える ―レファレンスサービスと資料活用― ｣
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○講師：齊藤誠一氏 （千葉経済大学短期大学部）
（３）研修会
○内容：｢レファレンス演習

―レファレンスツールパワーを効果的に活用する―

｣

○講師：毛利和弘氏 （亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部）
（４）情報交換会
○場所：ウィンクあいち 会議室 1206
○出席：１２館 １５名 毛利和弘氏 齊藤誠一氏
（５）研修見学会
○日時： 平成２３年９月１６日（金） １０：００～１３：３０
○場所： ヤマザキマザック美術館
○出席： ７名
４．２０１１（H２３）年度第２回幹事会
○日時：平成２３年１１月２５日（金）

１３：３０～１５：３０

○場所：ミッドランドスクエア バル デ

エスパーニャ

ＭＵＹ（ムイ）

○出席：４館 ５名
○議事：
１）平成２３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＞
▼▽２０１０（Ｈ２２）年度事業報告(66 号以後)▽▼
１．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
○加盟館：４０館 出席館：２４館 ２９名

委任状：１６館

○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）相互協力便覧・館員名簿の必要性について
○役員館選出のための輪番制において、専従職員数の多い館が役員館を担うブロック制が加盟
各館の専従職員減少により不可能となった。そのため、
輪番制は加盟館名の 50 音順とすること、
役員館の業務を軽減し役員館同士が協力しあうこと、身の丈にあった運営を心がけることをポ
イントに、協議会の活動に加盟館相互の交流及び情報交換を加え「近畿地区協議会会則」
「内規」
を改訂し、
「役員館輪番制に関する事項」を廃止した。これに伴い、役員館の体制は、
「会長館、
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幹事館３館(うち１館は会計)、監査館」から「会長館、幹事館(会計)、幹事館(研修会)、幹事
館(紀要原稿)、監査館」へ変更。同時に「加盟方法に関する事項」も改訂した。また、
「相互協
力便覧」(近畿地区協議会で 1989(平成 1)年 3 月発行の「相互利用案内」を元版とし、1996(平
成 8)年 5 月に発行され毎年加除式で維持していたもの)を、NACSIS-ILL や Webcat の利用普及等
により実用性が薄れているため、また業務軽減につながることから廃止することとした。
○２０１２（平成２４)年度全国研修会役員館
代表館 大阪信愛女学院短期大学図書館
役員館 華頂短期大学図書館、
滋賀文教短期大学図書館、
大阪芸術大学短期大学部図書館、
聖和短期大学図書館
２．幹事会
第５回 ２０１１年３月２５日(金) 場所：大阪芸術大学ほたるまちキャンパス
３．東日本大震災関連
協力支援依頼（近畿地区加盟館あて）
○日付：２０１１年４月１日(金)
○内容：文書「東北地方太平洋沖地震の被災短期大学図書館への協力支援について（お願い）」にて協力依頼
協力支援周知（本部・各地区の協議会役員あて）
○日付：２０１１年４月４日(月)
○内容：文書「東北地方太平洋沖地震の被災短期大学図書館への協力支援について」にて協力支援の周知
４．＜本部事業＞２０１２（平成２４)年度全国研修会準備
○２０１０(平成２２)年度全国研修会（次期担当としての見学・下見）
○日時：２０１０(平成２２)年９月２日(木) １３：００ ～ ９月３日(金) １４：５０
○場 所：ホテル青森
▼▽２０１１（Ｈ２３）年度事業報告▽▼
1． 会勢（平成２３年４月１日現在） ３６館
○入会館 ０
○退会館

姫路日ノ本短期大学図書館
京都嵯峨芸術大学附属図書館
大阪学院大学図書館
大阪女子短期大学図書館

２．総会
○日時：２０１１年４月２８日(木) １３：３０～１５：００
○場所：大阪芸術大学ほたるまちキャンパス
○加盟館：３６館 出席館：１９館 ２１名

委任状：１６館

○議事：
１）平成２２年度会務報告について
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２）平成２２年度活動報告について
３）平成２２年度決算報告および監査報告について
４）平成２３年度役員館選出について
５）平成２３年度活動計画(案)について
６）平成２３年度予算(案)について
○東日本大震災について(提案事項)
１）被災館への支援期間延長(4 月末まで→平成 23 年度末まで)
２）本部からの地区交付金、地区助成金を、被災館ために有効に使っていただくため辞退す
る
３．研修会
２０１１(平成２３)年度 第１回
○日時：２０１１年４月２８日(木) １５：００～１６：３０
○場所：大阪芸術大学ほたるまちキャンパス
○講演：自然史博物館から学ぶ –大阪市立自然史博物館との出会いを通して ○講師：福井 康雄 氏（大阪芸術大学短期大学部図書館長・教養課程主任教授）
○見学：大阪芸術大学ほたるまちキャンパス
○参加者：１９館 ２１名
２０１１(平成２３)年度 第２回
○日時：２０１１年６月２３日(木)～２４日(金)
○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中級研修「大学図書館員のためのブランディング講座
－図書館の『価値』を高めるために－」
○参加者：１館 １名
２０１１(平成２３)年度 第３回
○日時：２０１１年８月２６日(金) １３：３０～１６：３０
○場所：池坊短期大学 洗心館 6F 第 1 会議室
○内容：空間としての図書館を考える（講演・ワークショップ）
○講師：尼川 ゆら 氏（舞台美術家）
○参加者：１１館 １５名
４．幹事会
第１回 ２０１１年６月 ３日(木) 場所：大阪芸術大学短期大学部伊丹学舎図書館
第２回 ２０１１年２月２３日(木) 場所：関西外国語大学図書館
５．＜本部事業＞２０１２(平成２４)年度全国研修会準備委員会
第１回 ２０１１年 ６月２４日(金) 場所：大阪信愛女学院短期大学図書館
第２回 ２０１１年１１月２２日(金) 場所：大阪芸術大学ほたるまちキャンパス
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第３回 ２０１２年 ２月１０日(金) 場所：京都華頂大学・華頂短期大学図書館

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+
＜中国・四国地区＞
▼▽２０１０（平成２２）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. 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
３．平成２２年度地区協議会第１回役員会
○日時：平成２２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）
４．平成２２年度地区協議会第２回役員会
○日時：平成２２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
５. 平成２２年度地区協議会第３回役員会
○日時：平成２２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
６. 第２５回平成２２年度地区協議会総会・研修会
○日時：平成２２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
○参加者：９館 １４名
（１）総会
○協議事項：
１）平成２１年度事業報告
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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）
○参加者：１３館 ２３名（他地区・会員外を含む）
７．平成２２年度地区協議会第４回役員会（紙上）
○日時：平成２３年３月３０日～４月１日
○議題：
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
８．『私立短期大学図書館協議会 会報』の発行
第６６号（２０１１年３月）
（香川短期大学）
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）
▼▽２０１１（平成２３）年度事業報告▽▼
１．会勢（平成２３年４月１日現在） １１館
２. 中国四国地区協議会加盟館名簿作成
平成２３年４月１３日発行
３．平成２３年度地区協議会第１回役員会（紙上）
○日時：平成２３年５月１０日（火）～１３日（金）
○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）平成２３年度事業計画（案）
４）平成２３年度予算（案）
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４．平成２３年度地区協議会第２回役員会（紙上）
○日時：平成２３年７月中旬～８月上旬
○議事：第２６回平成２３年度地区協議会総会・研修会の資料について
５. 平成２３年度地区協議会第３回役員会
○日時：平成２３年８月２３日（火）
○場所：香川短期大学附属図書館
○議事：第２６回平成２３年度地区協議会総会・研修会の確認について
６. 第２６回平成２３年度地区協議会総会・研修会
○日時：平成２３年９月８日（木）１１：１５～１６：１０
○場所：今治国際ホテル
○参加者：９館 １２名
（１）総会
○協議事項：
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）平成２３年度事業計画（案）
４）平成２３年度予算（案）
５）役員校のローテーションについて
○報告事項：
１）東日本大震災の見舞金の件について
２）「短期大学図書館研究」原稿募集について
（２）研修会
○テーマ：開かれた図書館活動の試み
～地域連携による図書館力の向上のために
＜事例発表と意見交換＞
○発表者：渡辺 俊氏（今治市青年会議所前理事長）
土岐敦子氏（今治明徳短期大学附属図書館司書）
進

行：森 四郎氏（今治明徳短期大学附属図書館長）

事

例：『小さな短期大学図書館の挑戦
～今治 JC と取組んだ「全国高校心の絵本選手権」の歩み』

○参加者：９館 １２名
７．平成２３年度地区協議会第４回役員会
○日時：平成２４年１月５日（木）
○議題：
１）私短図協中国・四国地区協議会 来期運営について
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８．平成２３年度地区協議会第５回役員会
○日時：平成２４年３月下旬（予定）
○議題：
１）平成２３年度事業報告（案）
２）平成２３年度決算報告・監査報告（案）
９．「私短図中・四協ニュース」の発行（予定）
第３５号（２０１２年３月）
（香川短期大学）

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+
＜九州地区＞
▼▽２０１０（平成２２）年度事業報告▽▼
１．会勢（平成２２年４月１日現在）２０館
２．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：平成２２年４月２２日（木）１３：３０～１７：００
○場所：福岡ガーデンパレス 3 階「雲仙の間」
○出席：１９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、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）フリーディスカッション（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
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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）
３．九州地区協議会加盟館名簿の作成（長崎玉成短期大学）
４．「ニューズレター」第３３号発行
平成２２年１２月２０日（別府溝部短期大学）
▼▽２０１１（平成２３）年度事業報告▽▼
５．会勢（平成２３年４月１日現在）１９館
○退会館 長崎玉成短期大学図書館（平成２３年３月３１日付）
６．平成２３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２３年４月２１日（木）１３：３０～１７：００
○場所：ホテル「グランデはがくれ」（佐賀市）
○出席：１８館 ２５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、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、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２２年度事業報告・決算報告及び監査報告
２）平成２３年度事業計画案・予算案の審議
３）承合事項
・紀要編集に伴う図書館の係わりについて
（１．紀要編集の組織について ２．紀要編集及び組織等規程整備について ３．図書館担
当業務について）
・受入雑誌について
（１．新規受入と中止について ２．製本の実施状況について）
４）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）
５）連絡・報告事項
・平成２３－２４年度役員館および退会館について
・臨時理事会の報告
・その他
○研修会
講演：
「子どもの本との出会い～いいきっかけ」
講師： ニ羽 史裕 氏（九州龍谷短期大学教授）
７．九州地区協議会加盟館名簿の作成（九州大谷短期大学）
８．平成２３年度研修会
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○日時：平成２３年８月２６日（金）１１：５０～１６：３０
○場所：近畿大学九州短期大学（飯塚市）
○出席：１４館 ２１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、
精華女子短期大学、西日本短期大学、福岡女子短期大学、長崎女子短期大学、中九州短期大学、
東九州短期大学、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、愛媛女
子短期大学
１） ランチョンミーティング「テーマ：最近の学生さんへの図書館サービスはどうあるべきか」
２） 講演：
「新入生をメインにした図書館利用教育の在り方」
講師： 毛利 和弘 氏（私立短期大学図書館協議会会長）
３） 座談会（日常業務の問題点・課題点をどう解決するか） アドバイザー

毛利 和弘 氏

９．「ニューズレター」第３４号発行
平成２４年２月１０日（福岡女子短期大学）

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+
【４】平成２４年度全国研修会予告
平成 24 年度全国研修会の開催日時・場所等の概要が決定した。
今回の全国研修会は、研修会から帰ってすぐ自館に取り入れられるような、ちょっとした工
夫・アイデアで利用者支援ができる方法を持ち寄って発表していただく予定である。
また、グループワークで他館の現状・自館の悩み等ゆっくりと話し合っていただきたいと考
えている。
研修会概要
日 時

平成 24 年 9 月 6 日(木)・7 日(金)

場

大阪芸術大学ほたるまちキャンパス

所

大阪市福島区福島 1-1-12
テーマ
基調講演

「短大版図書館総合展を創ろう!」(仮)
岡本真氏(アカデミック・リソース・ガイド)

話題提供者 3-4 名程度(現在調整中)
当委員会メンバーによる自主企画 (Ex.通天閣&串カツツアー・心斎橋ツアー・京都ツアーな
ど)も企画中。2012 年 6 月後半に各館に案内状を送付予定。
問い合わせ先

研修会担当

大阪信愛女学院短期大学図書館
担当

濱岡賢二

hamak@osaka-shinai.ac.jp
〒536-8585 大阪市城東区古市 2-7-30
TEL 06-6939-4391

FAX 06-6939-3590
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""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
【５】編集後記
会報第６７号をお届けいたします。
昨年３月に、東北地方太平洋沖地震が発生し、東北・関東地方の太平洋沿岸に甚大な被害を
もたらし、さらに原子力発電の被害の大きさも震撼とさせるもので、現在と未来の私達の社会
に大きな問題を残しました。
現地の皆さまの一日も早い復興を願うとともに、私たちに出来ることを常に考えねばならな
いと思います。
会報を担当させていただいく第１回目となりますが、ひとえに前号を担当されました小野加
代子氏やこれまでご担当になった皆さまのご努力に負うこと大であります。少しでも会員の皆
様のご負担を減らし、この協議会が現在の問題点を討議しながら未来へと短期大学生の図書館
活動に貢献できますよう皆さまのお手伝いを目指したいと存じます。
最後に、会報作成にあたり、事務局、各地区会長館の皆さまのご協力によりましたことを記
し、心よりお礼を申し上げます。

（前川）
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