
 

 

３ 地区活動報告 

 

(1) 北海道・東北地区（秋田県立大学） 

＜報告内容＞ 

○平成 28年度公立大学協会図書館協議会北海道・東北地区館会議 

期  日：平成 28年 8月 26 日（金）14:00 ～ 17:00 

場  所：秋田県立大学本荘キャンパス 図書・メディア棟 AV会議室 

参加者数：12 校 16 名 

 

  １. 報告(確認)事項 

    （１）第 48 回（平成 28 年度）公立大学協会図書館協議会総会要録（6 月 10 日開催） 

２. 協議事項  

（１）平成 30年度の会長館および開催館の選出について          

（２）平成 30年度の「北海道・東北地区」監査館の選出について 

３．承合事項 

（１）図書館システムの現状と課題について 

（２）電子ブックの導入について 

（３）電子書籍の導入について  

（４）ラーニングコモンズの利用について 

（５）図書貸出冊数について 

 

○平成２８年度公立大学協会図書館協議会北海道・東北地区勉強会 

期  日：平成 28年 11 月 22日（火）13:00 ～ 16:00 

場  所：カレッジプラザ（秋田市）大講義室 

参加者数：11 校 19 名 

 

１．テーマ「図書館のシステム化について」 

  ２．内容 

（１）基調講演１「今後の図書館システムについて」  

            国際教養大学 中嶋記念図書館長 加藤信哉氏  

（２）基調講演２「Discovery Service: Then, Now, and Forever」 

            電気通信大学 学術情報課学術情報サービス（附属図書館）上野友稔氏 

（３）事例報告１「公立はこだて未来大学における学術情報流通環境の整備 

- 図書館システムの導入に際して-」 

            公立はこだて未来大学 情報ライブラリー 粟谷禎子氏  
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 (2) 関東・甲信越地区（埼玉県立大学） 

＜報告内容＞ 

〇平成２８年度関東・甲信越地区館会議 

 日 時：平成２８年８月２６日（金）１３：２０～１５：５０ 

 場 所：埼玉県立大学 本部等４階 会議室２ 

 参加人数：１０校 １５名 

 

１．協議（確認）事項 

（１） 関東・甲信越地区の役員ローテーション表の策定について 

 

２．承合事項 

（１） CiNii のカレント登録終了後の対応について  

（２） 他大学図書館等から借り受けた相互貸借資料の取扱について  

（３） 書庫の狭隘化に対する資料の保存手段について  

（４） 図書館管理システムについて  

 

３．その他 

（１） 図書館が実施する講習会について 

 

 

(3) 東海・北陸地区（金沢美術工芸大学） 

＜報告内容＞ 

○平成 28年度東海・北陸地区館会議 

期  日：平成 28年 6月 10日（金） 

場  所： アイリス愛知 

参加者数：12校 12名 

報告事項 

 1. 平成２８年度における各館の活動（予定）と現状について 

協議（確認）事項： 

1. 平成２９・３０年度公立大学協会図書館協議会役員等にいて 

 

 

(4) 近畿地区（京都市立芸術大学） 

＜報告内容＞ 

〇講演会 

 日時：平成 29年 2月 15 日(水)13:30～14:45 
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 場所：京都市立芸術大学 大学会館交流室 

 講師：滋賀県立大学人間文化学部教授 細馬宏通 

    京都市立芸術大学美術学部教授 小山田徹 

 演題：（対談）「共有空間の場としての図書館」 

 参加者人数：22名 

 

〇総会 

 日時：平成 29年 2月 15 日(水)15:15~16:15 

 場所：京都市立芸術大学 新研究棟 2階会議室 

 議事： 

  ア 報告事項 

    (1) 平成 28 年度公立大学協会図書館協議会第 2回拡大役員会について 

    (2) 平成 28 年度「大学図書館近畿イニシアティブ」の活動について 

    (3) その他 

  イ 協議事項 

    (1) 平成 29 年度近畿地区協議会の事業計画について 

    (2) 平成 29 年度以降の役員館・役員体制等について 

    (3) 次年度総会への提出議題について 

    (4) その他 

 出席者：12 大学 21名 

 

   

(5) 中国・四国地区（愛媛県立医療技術大学） 

＜報告内容＞ 

○公立大学協会図書館協議会中国四国地区協議会 弟 21回（平成 27年度）総会 

期日：平成 28年 4月 22 日（金） 

場所：ピュアリティまきび 

参加者数：14 校 23 名 

報告事項： 

   1. 平成 27 年度事業報告及び平成 27年度決算報告について 

   2. 平成 27 年度監査報告について 

協議事項： 

1. 平成 28年度事業計画（案）及び平成 28年度予算（案）について 

2. 地区協議会活動助成金について 

3. 当番館のローテーションについて 

意見・情報交換 
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○公立大学協会図書館協議会中国四国地区協議会 研修会 

期日：平成 28年 10 月 7 日（金） 

場所：愛媛大学中央図書館 

参加者数：25 名（大学図書館 17名（内協議会加盟館 8 校 11名）、公共図書館 8名） 

テーマ：広報力が図書館を変える－図書館員のための PR実践講座－ 

内容： 

  基調講演『広報力が図書館を変える－図書館員のための PR実践講座－』 

   図書館サービス計画研究所代表 仁上 幸治 

   ワークショップ「各館の実践を支援する地域ぐるみの仕組みづくり」 

  

 

(6) 九州地区（福岡県立大学） 

＜報告内容＞ 

○平成２８年度 第６７回九州地区大学図書館協議会 公立大学部会 

日  時：平成２８年４月２１日（木）１３時３０分～１７時 

会  場：福岡ガーデンパレス３Ｆ  「阿蘇」 

当番大学：北九州学術研究都市学術情報センター 

（出席館 16館（出席者 28名）、欠席 1館 懇親会なし 

1 当番館挨拶 

北九州学術研究都市学術情報センター 

2 議長選出 

北九州学術研究都市学術情報センター 総務企画部長 甲山 乙也 

3 出席者自己紹介 

4 議事 

 ア 協議事項 

図書館の利用促進につながる取り組み、空間づくりについて（北九州学術研究都市学

術情報センター） 

 イ 承合事項 

① ILLシステムを利用した文献複写料の支払いについて（鹿児島県立短期大学） 

② 図書館の広報について（北九州学術研究都市学術情報センター） 

③ 選書ツアーの開催状況について（北九州学術研究都市学術情報センター） 

5 次期役員館選出 
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