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【１】２０１８（Ｈ３０）年度 全国総会開催報告 

 

〇日時：2018（H30）年 5月 11 日（金）13：00～14：00 

〇場所：文化学園大学 C 館 4階 041 国際会議室 （東京都渋谷区代々木 3-22-1） 

〇出席：27 館(31 名) 委任状 70 館 合計 97 館 

 

司会：片野 裕嗣氏 

（埼玉東萌短期大学附属図書館） 

記録：佐藤 有妃（佐久大学図書館） 

   成田 優子（小田原短期大学図書館） 

 

配付資料：全国総会議案書、私立短期大学図書館 

協議会規約、参加名簿、講演会レジュメ 

その他：文化学園大学図書館及び服飾博物館資料 

 

総会の成立 

・司会より協議会規約第 11 条に基づき、総会が成立したことが報告された。 

 

議長の選出 

・議長に木村修一氏（北海道武蔵女子短期大学）が指名された。 

 

会長挨拶 

・齊藤会長が負傷による欠席のため、前川和子理事（前大手前大学）が会長挨拶を代行した。 

 

議題 1. 2017（H29）年度事業報告 

・本部事務局の林浩次氏（聖徳大学川並弘昭記念図書館）より、総会議案書に基づいて報告があっ

た。 
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1）会勢 141 館(2018 年 3月 31 日現在) 

北海道地区 7館、東北地区 13 館、関東・甲信越地区 54 館、東海・北陸地区 15 館、 

近畿地区 28 館、中国・四国地区 4館、九州地区 20 館 

入会館【東海・甲信越地区】1館 ユマニテク短期大学図書館 

        【九州地区】1館 長崎短期大学図書館 

退会館 【関東・甲信越地区】2館 東京農業大学図書館 

常葉大学短期大学部附属図書館之山（しざん）文庫 

【東海・北陸地区】2館 岐阜保健短期大学図書館、小松短期大学図書館 

【近畿地区】2館 滋賀短期大学図書館、堺女子短期大学図書館 

 

2）全国理事会開催（出席 15 名） 

○日時：2017 年 5月 11 日（木）14：00～17：00 

○場所：林野会館 

 

3）全国総会開催（出席 25 館 33 名、委任状 77 館、合計 102 館） 

○日時：2017 年 5月 12 日（金）13：00～17：00 

○場所：実践女子大学渋谷キャンパス創立 120 周年記念館 17F ファカルティラウンジ 

 

4）研究誌『短期大学図書館研究（創立 40 周年記念誌）』第 37 号（2018 年 3月）の発行 

・木村修一理事（北海道武蔵女子短期大学）が担当した。 

 

5）広報 

・『会報』73 号（2018 年 5月）の作成 

  前川和子理事（前大手前大学）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 

委託先：株式会社 AGUNIT（アグニット） 

・『図書館年鑑』本協議会分の原稿を作成 

 

6）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） 

 

議題 2. 2017（H29）年度決算報告および監査報告 

・本部事務局の林浩次氏より、総会議案書に基づいて 2017(H29)年度決算報告があった。その後、

監査人の近藤聡子氏（鶴見大学図書館）から「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・議題 2について一括審議の提案があり、承認された。 

 

議題 3.  2018（Ｈ30）年度新役員選出 

・会長代行の前川和子氏より、総会議案書に基づいて 2018（H30）年度新役員（案）の説明があっ

た。また、常任サポート幹事として、田村栄子氏（清泉女学院大学・短期大学図書館）が推薦さ

れた。 

 

※議長より議題 3について審議の提案があり、承認された。 

 

議題 4.  2018（H30）年度事業計画案 

・本部事務局の林浩次氏より、総会議案書に基づいて事業計画案の説明があった。 
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1）会勢 135 館(2018 年 4月 1日現在) 

    北海道地区 7館、東北地区 13 館、関東・甲信越地区 52 館、東海・北陸地区 13 館、 

    近畿地区 26 館、中国・四国地区 4館、九州地区 20 館 

    （注）総会議案書（7 ページ）の訂正が上記下線の通りされた。 

     入館予定 【九州地区】１館  長崎短期大学図書館 

 

2）2018（H30）年度全国理事会 

○日時：2018 年 5月 10 日（木） 14:00～17:00   

 ○場所：林野会館 

 

3）2018（H30）年度全国総会 

 ○日時：2018（H30）年 5月 11 日（金）13：00～17：00 

 ○場所：文化学園大学 C 棟 4階 041 国際会議室 

 ○講演：「電子書籍・図書館・書店と読書との未来について」 

          講師：池内淳氏（筑波大学 図書館情報メディア系 准教授） 

 ○見学会：文化学園大学図書館・文化学園服飾博物館 

 

4）全国研修会（2018 年度は開催年） 

日 程：2018 年 8月 29 日（水）～30 日（木）2日間 

 会 場：北海道武蔵女子短期大学（札幌） 

 テーマ：「どこでも誰でもできる図書館利用教育」 

 【1日目】 

    （1）基調講演「可能性を拡げる図書館活用支援」 

       講師：新谷良文氏（北広島市図書館長） 

    （2）事例報告「短大図書館における利用教育の取り組み」 

       講師：堤香苗氏（拓殖大学北海道短期大学図書館） 

       講師：柳橋望氏（北海道武蔵女子短期大学附属図書館） 

    （3）北海道武蔵女子短期大学附属図書館見学会 

 【2日目】 

         (1)  講義と演習「無料データベースを活用した図書館利用教育の展開」 

講師：毛利和弘氏（名誉会長） 

(2)  演習：「アイデアが生きる図書館グッズ作成術」 

講師：徳田裕子氏（北海道武蔵女子短期大学附属図書館）  

 

5）『短期大学図書館研究』第 38 号の刊行 

  担当：木村修一理事（北海道武蔵女子短期大学） 

 

6）広報 

 ・『会報』第 74 号の作成 

  担当：前川和子理事（前大手前大学） 

 ・ホームページ、メーリングリストの更新とサイト保守･運用委託契約 

  委託先：エックスアマウント合同会社 

 ・バナー広告 

 ・『図書館年鑑』本協議会分の原稿作成 

7）その他 

  特になし 
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議題 5. 2018（H30）年度予算案審議 

・本部会計（新担当）杉田美香氏（文化学園大学）より、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について一括審議の提案があり、承認された。 

 

議題 6. 入会及び退会に関する規程案について 

・毛利名誉会長により、入会及び退会に関する規程案について説明があった。 

 

※議長より議題 6について審議の提案があり、承認された 

 

議題 7．その他 

特になし 

 

以上で、全国総会の議事を終了した。 

 

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

 

【２】事務局報告 

▼▽2018（H30）年度 全国理事会開催報告▼▽ 

〇日時：2017 年 5月 10 日（木） 14:00～17:00   

〇場所：林野会館 

〇出席：14 名（敬称略） 

【本部】 

名誉会長       毛利 和弘（近畿大学） 

会 長        齊藤 誠一（千葉経済大学短期大学部） 

常任理事（会報担当） 前川 和子（前大手前大学） 

本部（研究誌担当）  木村 修一（北海道武蔵女子短期大学） 

理事（名簿担当）   石田 孝夫（前カリタス女子短期大学図書館） 

事務局              林 浩次（聖徳大学川並弘昭記念図書館） 

会 計        杉田 美香（文化学園大学図書館） 

以上 7名 

【地区】 

［北海道］     柳橋 望（北海道武蔵女子短期大学附属図書館） 

［東北］      滝沢 茂喜（聖霊女子短期大学図書館） 

［関東甲信越］   片野 裕嗣（埼玉東萌短期大学附属図書館） 

［東海・北陸］   杉本 ますみ（富山短期大学付属図書館） 

［近畿］       伏見 強、檜垣 紀美子（京都文教短期大学図書館） 

［中国・四国］   土岐 敦子（今治明徳短期大学附属図書館） 

［九州］      室長 大應（東九州短期大学図書館） 

以上 8名 

司会・進行：林（事務局） 

配付資料： （1）議事次第、役員名簿、出席者名簿 

（2）各地区報告書、各地区通信等 

（3）全国総会資料 
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1．会長あいさつ 

齊藤会長が体調不良による欠席のため、会長に代わって(規約第 7 条に基づき)前川和子常任理

事より挨拶がなされた。 

 

2．報告とお願い 

  齊藤会長に代り、毛利名誉会長より、①研究誌「短期大学図書館研究」について、各地区の研

修会での講演、事例報告は、全加盟館員の自己研修材料として情報共有することとシステム的に

研究誌の原稿が上がるようにしているので、講師の方々に論考化のお願いをしていただきたい。

また、館員等の一般論稿は館員の業績となるので、事例研究や良い研究があれば、論考化を勧め

てほしい。②本協議会の会員数が減る傾向にある中で、財政面の観点からも各地区で、新規賛助

会員（団体）（ 低 1,2 社程度）の勧誘をお願いしたい、③全国研修会は、隔年開催になるので、

次の開催は 2020 年になる。この理事会で方向性、可能性を模索しておく必要があるので、候補者

があれば伺いたい。新スタイルの地区との合同開催は関東地区から始まり、東北地区、北海道地

区と来ているので次は西方面地区との合同開催を考えている。これから相談させていただくこと

になるので、ご協力願いたい。④短大図書館は一人職場が多くなっているが、業務上の個別相談

が受けられる仕組み、「図書館業務の相談窓口」を本協議会ホームページに開設しているので、活

用してほしいとのことであった。 

次に、理事会の役割について三点を示され、協力を仰いだ。①明日の総会のリハーサル。②7

地区の情報交換と情報の共有化(懇親会時含む)。③課題点の検討。 

 

3．自己紹介（出席者 14 名） 

 

4．各地区事業報告 

北海道から九州の順で、昨年度の地区事業報告及び決算報告、本年度の会勢と事業計画案及び

予算案が報告された。 

  中国・四国地区理事担当の土岐敦子氏より 2018-19 年度の理事館は輪番制によると環太平洋大

学短期大学部図書館となるが、当該短期大学部は 2019 年度より学生募集停止により理事館として

活動するは困難なため、引き続き今治明徳短期大学附属図書館が担当するとの報告があった 

 

5．総会について 

  齊藤会長に代わって毛利名誉会長が議長となり、事業報告、決算・監査報告、新役員、事業計

画、予算案の確認を行った。 

1）総会議長について 

・毛利名誉会長より、総会の議長は理事会メンバーから選出するのが恒例になっているとのこと

から、本部事務局案として木村理事の推薦があった。協議の結果、本部理事の木村修一氏にお

願いすることになった。 

2）事業報告、決算、監査報告 

・事務局の林氏による 2017 年度の事業報告及び決算報告の後、監査報告は監査人の久保田氏が欠

席されたので、毛利名誉会長より報告があった。 

3）新役員および会長の選出について 

・毛利名誉会長より、任期満了となる齊藤会長には了解を得ているので再任をお願いしたいとの

申し出があり、了承された。なお、総会においては、前川理事が理事会として推薦することが

確認された。その他役員については 2018（H30）年度私立短期大学図書館協議会役員名簿案の

とおり、了承された。 

4）事業計画、予算 
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・事務局の林氏による 2018 年度事業計画案の確認の後、会計担当の杉田氏より予算案について説

明があった。 

5）入会及び退会に関する規程について 

・ 2017 年度の全国理事会において九州地区理事館から入会及び退会に関する提案に対して、本

部役員会として、「入会及び退会に関する規程案」を作成したことを毛利名誉会長より説明がな

され、原案のとおり、了承された。 

6．全国研修会 2018 年度の実施について 

・全国研修会担当の毛利名誉会長より、2018 年度の全国研修会の件について次のとおり説明があ

った。 

本部予算の研修費と地区予算の研修費を合わせて、北海道地区との合同開催方式で開催する。

全国研修会についての案内は宿の手配の困難さ等から例年より早くし、6月 20 日に加盟館へ通

知。その後、非加盟館にも通知する予定。 

①日  程：2018（H30）年 8月 29 日（水）～8月 30 日（木）（一泊二日） 

②主会場：北海道武蔵女子短期大学（札幌） 

③テーマ：「どこでも誰でもできる図書館利用教育」 

  なお、参加費は、遠方で旅費負担が大きい事から、できるだけ低く抑えるために東北地区との合

同開催同様にする予定。参加費は二つに区分し、初日の夕方から開催の「情報交換会」(名刺交換

会)までのフル参加費が 4,000 円、「情報交換会」に参加しない場合は 2,000 円で案内する。 

 

7．地区情報交換会 

①各地区理事相互に情報交換が行われた。 

②九州地区の室長大應氏より現在の役員メーリングリストは、1 名の登録となっているが、事務

連絡が十分に行われないため、2名の登録を可能とする要望に対して、技術的には可能なため、

後日登録することになった。 

②毛利名誉会長より次回の全国研修会（2020 年度）は本部と地区の合同開催を考えているので、

西方の地区で候補があれば提案してほしいとの要望があり、具体的に中・四国地区・九州地区

への投げかけがあり、可能性や現状について情報交換がなされた。 

 

▼▽本部役員会（関東甲信越地区幹事会との同時開催) ▼▽ 

第１回 2018． 5．11（金） 文化学園大学図書館 

第２回 2018． 7． 6（金） 日本図書館協会会議室 

第３回 2018． 9．21（金） 文化学園大学図書館 

第４回 2018．11．19（金） 文化学園大学図書館 

第５回 2019． 1．25（金） 埼玉東萌短期大学附属図書館 

第６回 2019． 3．28（木） 文化学園大学図書館 

第 7回 2019． 4．26（金） 文化学園大学図書館 

 

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

 

【３】地区活動報告 

 

＜北海道地区＞ 

▼▽２０１８（Ｈ３０）年度事業報告▽▼ 

１．会勢 （2019 年 3月 31 日現在） 7 館 

 ○入会館： 0 

 ○退会館： 0  
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２．2018（H30）年度第 1回役員会 

○日時：2018 年 4月 27 日（金） 14:00～15:00 

○場所：北海道武蔵女子短期大学附属図書館 

○出席：4館（7名）  

○議事： 

  １）平成 30 年度総会の議題について 

  ２）その他 

 

３．2018（H30）年度総会 

○日時：2018 年 4月 27 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：4館（6名） 委任状提出 3館 合計 7館 

○議事： 

  １）平成 29 年度事業報告 

  ２）平成 29 年度決算報告および監査報告 

  ３）平成 30 年度事業計画案 

  ４）平成 30 年度予算案 

  ５）その他 

 

４．平成 30 年度第 1回北海道図書館連絡会議兼第 60 回（平成 30 年度）北海道図書館大会運営委員

会（第 3回）会議出席 

○日時：2018 年 7月 3日（火） 10:00～ 

○場所：北海道大学附属図書館 

○議事：第 60 回（平成 30 年度）北海道図書館大会の概要・テーマ等について 

 

５．2018（H30）年度北海道地区研修会 

○日時：2018 年 8月 29 日（水）・30 日（木） 

○場所：北海道武蔵女子短期大学 

 ＊全国研修会と合同開催のため、内容等は全国を参照のこと。 

 

６．平成 30 年度第 2回北海道図書館連絡会議兼第 60 回（2019 年度）北海道図書館大会運営委員会

（第 1回）会議出席 

○日時：2018 年 12 月 11 日（火） 10:00～ 

○場所：北海道大学附属図書館 

○議事： 

  １）第 60 回（平成 30 年度）北海道図書館大会中止についての経過報告 

  ２）第 60 回（2019 年度）北海道図書館大会のテーマ・基調講演講師等について 

 

７．2018（H30）年度第 2回役員会（メールによる会議） 

○日時：2018 年 12 月 28 日（金） 

○出席：4館（4名）  

○議事：第 60 回（2019 年度）北海道図書館大会の基調講演講師案・分科会等について 

 

８．第 60 回（2019 年度）北海道図書館大会運営委員会（第 2回）会議出席 

○日時：2019 年 2月 26 日（火） 10:00～ 
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○場所：北海道大学附属図書館 

○議事：第 60 回（2019 年度）北海道図書館大会の開催要項案・分科会等について 

 

９．「北海道地区協議会通信」No.41（2019 年 3月 31 日発行） 

 

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

 

＜東北地区＞ 

▼▽２０１８（H３０）年度 事業報告▽▼ 

１．会勢 （2018 年 4月 1日現在） 13 館 

 ○入会館 0 

○退会館 0 

 

２．2018（H30）年度東北地区協議会 総会 

 ○日時：2018 年 9月 21 日（金） 12：45～14：00 

 ○場所：聖霊女子短期大学会議室 

 ○出席：8館（10 名） 委任状提出 5館 合計 13 館 

 ○議事 

  １．平成 29 年度事業報告、決算報告、監査報告について 

  ２．平成 30 年度事業計画（案）、予算（案）について 

  ３．理事館・幹事館・監査館の担当（平成 30 年度改訂案）について 

  ４．協議事項 

  ５．その他 

 ○協議・報告事項 

   

３．2018（H30）年度 研修会 

○日 時：2018 年 9月 21 日（金） 14：00～16：30 

○場 所：聖霊女子短期大学会議室 

 

１．講 演：『時代を考える一つの視点として・・・ 

「新しい教養を拓く読書」』 

     講 師：杉浦太一氏（聖霊女子短期大学生活文化科教授） 

 

    ２．承合事項の説明 

 

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

 

＜関東甲信越地区＞ 

▼▽２０１８（Ｈ３０）年度事業報告▽▼ 

１．会勢 （2019 年 3月 31 日現在） 52 館 

○退会館 1  信州豊南短期大学図書館（2019.3.31 付） 

 

２．2018（H30）年度通常総会 

 ○日時：2018 年 5月 11 日（金）11:00～12:00 

 ○場所：文化学園大学 Ｃ館 4 階 041 国際会議室 

 ○出席：12 館、委任状提出 29 館 合計 41 館 
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 ○議事： 

  １）2017(H29)年度事業報告 

  ２）2017(H29)年度決算報告及び監査報告 

  ３）2018(H30)年度幹事校紹介 

  ４）2018(H30)年度事業計画 

  ５）2018(H30)年度予算案 

 

３．2018（H30）年度第 1回合同幹事会 

 ○日時：2018 年 5月 11 日（金）12:00～12:30 

 ○場所：文化学園大学図書館 

○出席：10 館（12 名） 

○議事： 

  １）2018（H30）年度全国総会及び講演会について 

 

４．2018（H30）年度第 2回合同幹事会 

○日時：2018 年 7月 6日（金）14:00～16:45 

○場所：日本図書館協会会議室 

○出席：5館（7名） 

○議事：  

  １）2018(H30)年度全国研修会について 

  ２）2018(H30)年度関東甲信越地区研修会について 

  ３）次期幹事館依頼について 

  ４）大阪北部地震お見舞いについて 

 

５．2018（H30）年度第 3回合同幹事会 

○日時：2018 年 9月 21 日（金）14:00～16:20 

○場所：文化学園大学図書館 

○出席：5館（7名） 

○議事： 

  １）2018(H30)年度関東甲信越地区研修会について 

  ２）2019 年度全国及び地区総会、講演会について 

  ３）次期幹事館依頼について 

  ４）研究誌第 38 号賛助会員について 

 

６．2018（H30）年度関東甲信越地区研修会 

 ○テーマ：「短期大学図書館における紙芝居と絵本の運用」 

○日時：2018 年 10 月 1日（月）13:00～17:00 

○場所：青山学院女子短期大学 

○参加：20 館（21 名） 

○概要： 

 （１）基調講演「懐かしくて新しい～紙芝居コミュニケーションの世界」 

 （２）実践報告Ⅰ「清泉女学院大学・短期大学図書館における絵本と紙芝居の運用」 

 （３）実践報告Ⅱ「図書館で創作絵本を作る？！」 

 

７．2018（H30)年度第 4回合同幹事会 

○日時：2018 年 11 月 19 日（金）14：00～16：40 
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○場所：文化学園大学図書館 

○出席：5館（7名） 

○議事： 

  １）次期幹事館（役割分担）について 

  ２）2019 年度理事会・総会・講演会について 

    ３）2020 年度全国研修会について 

  ４）ホームページのリニューアルについて 

  ５）北海道胆振東部地震お見舞いについて 

 

８．2018（H30)年度第 5回合同幹事会 

○日時：2019 年 1月 25 日（金）14:15～17:20 

○場所：埼玉東萌短期大学附属図書館 

○出席：6館（8名） 

○議事： 

  １）2019 年度理事会・総会・講演会について 

  ２）予算編成(本部・関東甲信越地区)について 

    ３）2020 年度全国研修会について 

    ４）ホームページのリニューアルについて 

 

９．2018（H30)年度第 6回合同幹事会 

○日時：2019 年 3月 28 日（木）14:00～17:10 

○場所：文化学園大学図書館 

○出席：6館（8名） 

○議事 

  １）2019 年度理事会・全国総会・講演会について 

  ２）2019 年度関東甲信越地区通常総会について 

  ３）決算・予算編成(本部・関東甲信越地区)について 

  ４）理事会・総会当日の役配について 

    ５）ホームページのリニューアルについて 

 ○午前中に 2019 年度全国及び地区総会の会場下見を行った。 

 

１０．2018（H30)年度第 7回合同幹事会 

○日時：2019 年 4月 26 日（金） 14：00～17：00 

○場所：文化学園大学 

○出席：6館（8名）[予定] 

○議事 

  １）2019 年度理事会・全国総会・講演会について 

  ２）2019 年度関東甲信越地区通常総会について 

    ３）2019 年度関東甲信越地区研修会について 

    ４）新幹事について 

 

１１．「関東甲信越地区協議会会報」58 号（2019 年 3月発行） 

 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
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＜東海・北陸地区＞ 

▼▽２０１８（H３０）年度事業報告▼▽ 

１. 会勢 （2019 年 3月 31 日現在） 13 館 

○入会館、退会館ともありません。   

 

２. 2018（H30）年度第 1回幹事会 

○日時：2018 年 5月 31 日（木）13:15～14:30  

○場所：富山県民共生センターサンフォルテ 301 号室 

○出席：5館（6名） 

○議事： 

１）役員交替 

２）平成 29 年度事業報告、決算報告および監査報告 

３）平成 30 年度事業計画、予算について 

４）会長校および地区幹事輪番表 

５）平成 30 年度総大会等実施 

６）その他 

           

３. 2018（H30）年度総会・研修会・講演・情報交換会 

○日時：2018 年 9月 14 日（金）13:00～19:00 

○場所：ANA クラウンプラザホテル富山 

（１）総会 

○時間：13:00～13:45 

○出席：10 館（17 名）委任状提出 3館 合計 13 館 

○議事： 

１）報告事項  

   ・平成 30 年度東海・北陸地区の会勢報告 

・平成 30 年度役員紹介 

・平成 29 年度事業報告 

・平成 29 年度決算報告および監査報告 

２）審議事項 

・平成 30 年度事業計画案、予算案 

・会長校、幹事校輪番 

・平成 31 年度会長校、幹事校の確認 

・その他 

 

（２）研修会               

○時間：14:00～17:00 

○出席：11 館（19 名）非加盟館 1 館 1名の出席を含む 

１）講演 

○テーマ「図書館における学修支援の可能性 

       ：情報リテラシー教育のための教職協働と教職学協働」 

○講師：長澤多代氏（三重大学 附属図書館 研究開発室 准教授） 

○時間：14:00～15:30 

２）意見交換 

「自発的な学修を支援する協働の事例と課題 

       ：教員の立場と役割、図書館の立場と役割」 
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事例報告 

1）「教職連携によるゼミ学生の学修支援」 

2）「図書館の利用促進のための授業科目との連携」 

 〇時間：15：45～17：00 

 

（３）情報交換会 

○時間：17:15～19:00 

○出席：10 館（18 名）非加盟館 1 館 1名の出席を含む 

 

４．2018（H30）年度第 2回幹事会（メールによる会議） 

○日時：2018 年 6月 7日（木） 

○出席：4館 

○議事： 

１）会長校の輪番表について 

 

５．2018（H30）年度第 2回幹事会（メールによる会議） 

○日時：2019 年 3月 18 日（月） 

○出席：4館 

○議事： 

１）平成 30 年度事業報告 

２）平成 30 年度決算報告 

３）平成 31 年度会長校、幹事校 

 

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

 

＜近畿地区＞ 

▼▽2018（H30）年度事業報告▽▼ 

１．会務 加盟館数（4月 20 日現在）23 館 

〇退会館 3 館 

① 神戸山手大学・神戸山手短期大学図書館 

② 夙川学院短期大学図書館 

③奈良佐保短期大学図書館 

 

２．2018（H30）年度 総会 

〇日 時：2018 年 4月 20 日（金）14:00～14:45 

〇場 所：大阪成蹊短期大学 

〇加盟館：26 館 出席館：17 館（20 名） 委任状：9館 

〇議題：会務報告について 

2017 年度活動報告について 

2017 年度決算報告および監査報告について 

2018 年度役員館選出について 

2018 年度活動計画（案）について 

2018 年度予算（案）について 

 

３．2018（H30)年度 第 1回研修会 

〇日 時：2018 年 4月 20 日（金）15：00～17：00 
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〇場 所：大阪成蹊短期大学 特別会議室 

〇テーマ：今、現場で抱える問題、悩みを話し合う 

〇内 容：今の現場の抱える問題点や、改善・充実が必要と思われる事柄について、 

同業者同士で情報交換を行う 

〇参加者：16 館(18 名)  

 

４．2018（H30）年度 第 2回研修会 

〇日 時：2018 年 5月 24 日(木)～5月 25 日(金)  

〇場 所：大阪大学附属図書館 総合図書館 6 階 図書館ホール 

〇内 容：2018 年度大学図書館近畿イニシアティブ「初任者研修」 

〇出 席：1館 1名 

 

５．2018（H30）年度 第 3回研修会 

〇日 時：2018 年 9月 14 日（金）9:50～18:30 

〇場 所：高野山大学図書館 

〇テーマ：高野山大学図書館見学研修 

〇出 席：12 館(18 名) ※私立短期大学図書館協議･齋藤会長含む 

 

６．2018（H30）年度第 1回幹事会 

〇日 時：2018 年 6月 11 日(月) 15:00～16:30 

〇場 所：大阪成蹊短期大学 

〇議 事：近畿地区協議会役員館引継ぎ、第 3回研修会について、その他 

 

７．2018（H30）年度第 2回幹事会 

〇日 時：2018 年 7月 23 日（金）16:00～17：30  

〇場 所：大阪成蹊短期大学  

〇議  事：第 3回研修会について 

 

８．2018（H30）年度第 3回幹事会 

 〇日 時：2018 年 11 月 27 日（火）15:00～16:45 

 〇場 所：京都文教短期大学図書館 

〇議  事：次年度幹事館について、退会館について、2019 年度総会および研修会について、 

各幹事館の担当業務の進捗、その他 

 

９．2018（H30）年度打ち合わせ 

 〇日 時：2019 年 3月～4月 

 〇場 所：メールによる打ち合わせ  

〇議 事：2019 度総会および研修会打ち合わせ 

 

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

 

＜中国・四国地区＞ 

▼▽２０１８（Ｈ３０）年度事業報告▽▼ 

１．会勢 （2019 年 3月 31 日現在）4館 

 ○入会館：  0 

 ○退会館：  0  
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２．2018（平成 30）年度地区協議会第１回役員会 

○日時：2018 年 4月 1日（電話・メールによる会議） 

○議事： 

1）平成 29 年度事業報告 

  2）平成 29 年度決算報告・監査報告 

3）平成 30 年度事業計画（案） 

4）平成 30 年度予算（案） 

 

３．中国四国地区協議会加盟館名簿作成 

○平成 30 年 4月 1日発行 

 

４．2018（H30）年度地区協議会第 2回役員会（紙上・電話による会議） 

○日時：2018 年 8月上旬 

〇議事： 

1）第 33 回平成 30 年度地区協議会総会・研修会の確認について 

2）その他 

 

５．2018（H30）年度地区協議会第３回役員会（紙上・電話による会議） 

〇日時：2018 年 8月中旬 

〇議事： 

1) 総会・研修会の 終打ち合わせ 

 

6．2018（H30）年度地区協議会第 4回役員会 

○日時：2018 年 8月 24 日（金） 

〇場所：道後山の手ホテル  

〇議事： 

1) 総会・研修会の事前打ち合わせ・準備 

 

7．第 33 回 2018（H30）年度地区協議会総会・研修会 

○日時：2018 年 8月 24 日（金） 

〇場所：道後山の手ホテル 

○出席： 3 館（ 4 名） 委任状提出 1 館  合計 4 館 

（１）総会 

総会当番：今治明徳短期大学附属図書館 

（２）研修会 

研修会当番：環太平洋大学短期大学部図書館  

〇テーマ：「ブックトークはじめま専科」 

〇講師：松浦雅人氏（愛媛県立図書館） 

 

8．2018（H30）年度地区協議会第 6回役員会（紙上・電話による会議） 

〇日時：2019 年 3月下旬 

〇議事： 

1）平成 30 年度事業報告（案） 

2）平成 30 年度決算報告・監査報告 

  3) 平成 31 年度地区協議会の役割と予定 
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9．「私短図中・四協ニュース」の発行 

   第 42 号（2019 年 4月） 今治明徳短期大学附属図書館 

 

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

 

＜九州地区＞ 

2018H30）年度事業報告 

１．会勢（2018 年 4月 1日現在） 19 館  

〇入会館 0 館  

〇退会館 1 館 

 

２． 2018（H30）年度度九州地区私立短期大学図書館協議会総会・研修会 

 〇日時：2018 年 4月 19 日（木）13:30～17:00 

〇場所：ホテル ウェルビューかごしま 

〇出席：24 名（17 館） 

   東筑紫短期大学、九州大谷短期大学、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、福岡こども短期大学、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 

 

 (1)総会 

〇議事 

   1)平成２９年度事業報告・決算及び監査報告 

   2)平成３０年度事業計画・予算案の審議 

 (2)研修会 

 〇テーマ：「私の「西郷(せご)どん現象」の楽しみかた」 

 〇講師：小川 学氏（鹿児島純心女子短期大学名誉教授） 

  

 a. 協議事項 

    ・名簿の見直しについて  

b．承合事項 

    ・加盟館名簿の利用状況について 

c.フリーディスカッション 

   

３．九州地区協議会加盟館名簿の作成 担当：別府溝部学園短期大学図書館 

 

４．2018 (30)年度夏期研修会 

〇日時：2018 年 8月 24 日（金） 

〇会場：中津市立小幡記念図書館 

〇出席：8館（11 名） 

〇テーマ：「小幡記念図書館における図書館利活用の新しい取り組み」 

           「赤ちゃんタイム」「英語多読コーナー」「絵本事業」など 

〇講師：友松尚美氏（小幡記念図書館館長）、司書職員  

     

※福澤諭吉旧居（国指定史跡）・福澤記念館の見学およびフリーディスカッション 
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５．「ニューズレター」第 41 号（2019 年 2月）発行 （担当：鹿児島女子短期大学附属図書館） 

 

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

 

【４】編集後記  会報第 74 号をお届けいたします。 

・私立短期大学図書館協議会は、小規模な図書館の集まりですが、助け合い、情報の交流を行い

人的な交流をしながら、図書館サービスのレベルアップを実現して行くことを目的にしていま

す。その一つのツールが本会報です。会報によって、全国の 7 つの地区の活動が（1 年遅れで

すが）総括的に眺めることができます。その活動のうねりと刺激を受け取って頂きたいと思い

ます。今、私立短期大学図書館の参加率が低下しています。他の歴史的な図書館情報学の組織

も、会員減に頭を悩ましています。組織は何のためにあるか、また社会はどのような方向に向

かっているのかなど、今こそ大きな視点のいる時期に来ているのかもしれません。 

・仲間がいる力強さ、これをもって、今後も皆さまのご活躍を祈念しています。会報がその一助

となることを心より願っています。 

・ 後になりましたが、『会報』作成にあたり、事務局、各地区理事の方々、そして諸担当の皆様

のご協力いただきましたことを、心よりお礼を申し上げます。         （前川） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

私立短期大学図書館協議会 会報 第 74 号                  2019.5 発行 

※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・お問い合わせは、編集前川まで 

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

発  行：私立短期大学図書館協議会 http://shitantokyo.org/  会長 齋藤誠一 

本部事務局 〒271-8555 松戸市岩瀬 550 聖徳大学川並弘昭記念図書館内 電話：047-365-1111 

会報編集：前川和子（maekwkz@gmail.com） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.74 end ━ 

 

                                                                                 


