
平成 25 年度広島県大学図書館協議会総会日程 

 
  日 時  平成 25 年 6 月 24 日（月） 

  場 所  福山大学 宮地茂記念館 

〒720-0061 広島県福山市丸之内 1丁目 2-40 TEL： 084-932-6300     

     

  日 程 

 

１．受 付         １３：００～ 

２．開 会         １３：３０～ 

３．挨 拶   松田 文子（当番館 福山大学長） 

富永 一登（代表幹事館 広島大学図書館長） 

           

 ４．報 告                            １３：４５～ 

(1) 平成 24 年度事業報告 <資料 1-2> 

(2) 平成 24 年度研修企画委員会 <資料 3> 

(3) 平成 24 年度共同リポジトリ委員会 <資料 4>  

(4) 平成 24 年度広島県内図書館連絡会議 <資料 5>   

 

 ５．各館活動報告 <資料 6>                    １４：０５～ 

   

  －休 憩－                          １５：２０～  

 

６．協 議                              １５：４０～ 

(1)  平成 24 年度決算書（案）および監査報告について <資料 7-8> 

(2)  平成 25 年度事業計画（案）について <資料 9-11> 

(3)  平成 25 年度予算書（案）について <資料 12> 

(4)  平成 25 年度役員館・委員館の選出について <資料 13> 

(5)  次期開催館について <資料 14>  

 

７．承合事項                              

(1)  学生からの図書購入申込みについて（福山市立大学） <資料 15> 

(2)  図書館の開館時間について（日赤広島看護大学） <資料 16> 

(3)  電子書籍の導入について （日赤広島看護大学） <資料 17> 

 

 ８．その他 

  (1) 広島県立図書館事業説明 

   a) 広島県内図書館相互貸借に関する申込書の改正について<資料 18> 

     b) 大学図書館・広島県立図書館間の物流について<資料 19> 

 

９．閉 会   

挨 拶   田中 久男（当番館 福山大学附属図書館長）  ～１７：００           



平成25年度広島県大学図書館協議会総会出席者名簿

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主査 尾崎　文代

2 4 尾道市立大学 専門員 渡邊　徹

3 5 県立広島大学 学術情報課長 芳原　明宏

4 6 広島市立大学 主幹 出原　陽子

7 福山市立大学 附属図書館長 堀田　誠三

8 福山市立大学 司書 辻　水衣

7 9 日本赤十字広島看護大学 参事 渡辺　さゆり

8 10 比治山大学 図書課長 福田　房子

11 広島経済大学 部長 西川　英治

12 広島経済大学 課長補佐 豊田 香代子

10 13 広島工業大学 サブリーダー 森保　信吾

11 14 広島国際大学 係長 日村　まろみ

12 15 広島国際学院大学 図書館本館事務室課長 森田　姓子

16 広島修道大学 図書館長 今石　正人

17 広島修道大学 図書課担当課長 木村　千鶴

14 18 広島女学院大学 図書館司書（主任） 加納　暢子

15 19 広島都市学園大学 副館長 髙木　昭輝

16 20 広島文化学園 図書館司書 今田　真美

17 21 広島文教女子大学 主任 石井　美絵

22 福山大学 附属図書館長 田中　久男

23 福山大学 附属図書館事務長 桑田　成年

24 福山平成大学 副学長(兼)附属図書館長 壷井 基夫

25 福山平成大学 事務局長(兼）図書館事務長 吉岡 武晴

26 福山平成大学 図書主任 阪田 信広

20 27 安田女子大学 図書課長 日比野　政彦

28 近畿大学工学部 課長補佐 石黒　栄枝

29 近畿大学工学部 主任 戸田　陽子

22 30 海上保安大学校 専門官 柳川　満信

23 31 山陽女子短期大学 司書 浦崎　順子

24 32 鈴峯女子短期大学 メディアセンター長 山中　逸郎

33 呉工業高等専門学校 図書館長 笠井　聖二

34 呉工業高等専門学校 学術情報係長 三見　智子

35 広島商船高等専門学校 図書係長 近藤　尚美

36 広島商船高等専門学校 図書係員 井上　尚紀

37 広島県立図書館 副館長（兼)事業課長 鍜治　美和子
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