
平成 23 年度広島県大学図書館協議会総会日程 
 

 
  日 時  平成 23 年 7 月 28 日（木） 

  場 所  広島女学院大学 ヒノハラホール 5F アッセンブリホール  

       〒732-0063 広島市東区牛田東 4-13-1 082-228-0392      
  日 程 

 

１．受 付         １３：００～ 

２．開 会         １３：３０～ 

３．挨 拶   柚木 靖史（当番館 広島女学院大学図書館長） 

富永 一登（代表幹事館 広島大学図書館長）           

 ４．講 演                         １３：４５～ 

      講 師： 村上 和保（広島女学院大学管理栄養学科教授）  

      演 題： 「新聞記事から考える私たちと微生物」 

        １４：４５～ 

        ――――――  休    憩  ――――――  

 

 ５．報 告                            １５：２０～ 

(1) 平成 22 年度事業報告 （広島大学） 

(2) 平成 22 年度決算および監査報告 （広島大学・海上保安大学校） 

(3) 平成 22 年度広島県内図書館連絡会議 （広島経済大学） 

(4) 平成 22 年度共同リポジトリ委員会 （広島経済大学） 

 

６．協 議                              １５：４０～ 

(1) 広島商船高等専門学校の加盟について （広島大学） 

(2) 福山市立大学の加盟について （広島大学・尾道大学） 

(3) 平成 23 年度事業計画（案）について （広島大学） 

(4) 平成 23 年度予算書（案）について （広島大学） 

(5) ひとめでわかる広島県大学図書館協議会 2011 年度（仮称）の作成について 

（広島大学・日本赤十字広島看護大学） 

(6) ホームページ管理運用規程（案）について（広島大学） 

(7) 平成 23 年度監査館について（広島大学） 

(8) 平成 23-24 年度共同リポジトリ委員館の選出について（広島大学） 

(9) 平成 23 年度広島県内図書館連絡会議委員館の選出について（広島大学） 

(10) 次期開催館について （広島大学） 

 

７．その他 

    広島県立図書館の事業について（広島県立図書館） 

 

 ８．承合事項 

図書館におけるパソコンとプリンタの環境について 

     （日本赤十字広島看護大学） 

 

 

９．閉 会                              ～１７：００ 



平成23年度広島県大学図書館協議会総会出席者名簿

no 大学名 職　　名 氏　　名
1 広島大学 図書館長 富永　一登
2 広島大学 副図書館長 甲斐　重武
3 広島大学 図書学術情報企画グループリーダー 藤井　明
4 広島大学 図書学術情報企画グループ主査 尾崎　文代

2 5 尾道大学 専門員 渡邊　徹
6 県立広島大学 学術情報センター長 生田　顯
7 県立広島大学 学術情報課長 矢山　一広
8 県立広島大学 スタッフ 大野　義文
9 広島市立大学 教育研究支援室長 高森　正治
10 広島市立大学 附属図書館　主幹 渡辺　琴代

5 11 エリザベト音楽大学 事務職員 濱崎　穂
6 12 日本赤十字広島看護大学 参事 渡辺　さゆり
7 13 比治山大学 図書課長 福田　房子

14 広島経済大学 図書館長 片岡　幸雄
15 広島経済大学 部長 西川　英治
16 広島経済大学 次長 岡田　浩典

9 17 広島工業大学 図書館職員 森保　信吾
10 18 広島国際大学 図書室長 奥田　耕治

19 広島国際学院大学 図書館長 中川　紀壽
20 広島国際学院大学 課長補佐 森田　姓子
21 広島修道大学 図書課長 社家　彰夫
22 広島修道大学 担当課長 佐伯　雅幸
23 広島女学院大学 図書館長 柚木　靖史
24 広島女学院大学 図書課長 野村　香代子
25 広島女学院大学 図書館職員 山本　京子
26 広島女学院大学 図書館職員 久保　恵未
27 広島女学院大学 図書館職員 荘原　智恵

14 28 広島都市学園大学 図書館長 津田　右子
15 29 広島文化学園 主任司書 若狭　美乃里

30 広島文教女子大学 図書館長 坂手　照憲
31 広島文教女子大学 事務長 上野　博昭
32 広島文教女子大学 司書 石井　美絵
33 福山大学 附属図書館長 田中　久男
34 福山大学 附属図書館事務長 桑田　成年

18 35 福山平成大学 事務主任 花﨑　博史
19 36 安田女子大学 職員 寺本　美由紀

37 近畿大学工学部 課長代理 林田　安広
38 近畿大学工学部 主任 戸田　陽子

21 39 海上保安大学校 専門官 後路　敏幸
22 40 福山市立女子短期大学 司書 小川　真紀

41 山陽女子短期大学 図書館長 石永　正隆
42 山陽女子短期大学 司書 浦崎　順子

24 43 鈴峯女子短期大学 メディアセンター長 斉藤　重一
44 呉工業高等専門学校 図書館長 笠井　聖二
45 呉工業高等専門学校 学術情報係長 三見　智子

26 46 福山市立大学 司書 辻　水衣
47 広島商船高等専門学校 図書館長 上杉　鉛一
48 広島商船高等専門学校 図書係長 岡田　英治

28 49 広島県立図書館 副図書館長兼事業課長 鍛治　美和子
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