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平成１８年度活動概要・取り組み日程 

 
大学図書館近畿 

イニシアティブ 
近畿地区関係組織 全国会議･行事 

４

月 

 (21日)国立大学図書館協会近畿地区協会総会(京

都大学) 

  

５

月 

(30 日)平成１８年度

第１回能力開発専門

委員会(関西学院大

学) 

(12 日)私立大学図書館協会西地区部会春季京都

地区協議会・相互協力連絡会(同志社女子大学) 

(26 日)私立大学図書館協会西地区部会阪神地区

協議会総会(大阪国際大) 

(26 日)国立大学図書館協会理事会(東京

大学) 

６

月 

(2 日)第１回運営委

員会(神戸大学) 

(16日)私立大学図書館協会西地区部会総会(広島

修道大学) 

(23 日)2006 年度第 1回阪神地区相互利用担当者

連絡会(関西福祉科学大学) 

(1～2日)公立大学協会図書館協議会 総

会・拡大役員会 (高崎経済大学) 

(28日)国立大学図書館協会マネジメント

セミナー(学術総合センター) 

(29 日)国立大学図書館協会総会 (学術

総合センター) 

７

月 

(11 日)第 2回能力開

発専門委員会(関西学

院大学) 

(27～28 日)公立大学

協会図書館協議会第

32 回研修会(大阪府

立大学)(*) 

(5～7 日)ＮＩＩ目録システム地域講習会図書コ

ース(京都大学) 

(20日)2006年度第1回書誌学研究会講演会(武庫

川女子大学) 

(27～28日)公立大学協会図書館協議会第32回研

修会(大阪府立大学)(*) 

(28日)神戸大学機関リポジトリシンポジウム(神

戸大学)(**) 

(3～14日)大学図書館職員長期研修(筑波

大学) 

(9 日)近畿地区国立大学法人等職員採用

図書系専門試験 

(21 日)第 59 回国公私立大学図書館協力

委員会(京都大学) 

(27～28日)公立大学協会図書館協議会第

32 回研修会(大阪府立大学)(*) 

８

月 

 (2日)兵庫県大学図書館協議会総会(姫路獨協大)

(23日)平成 18年度電子ジャーナルタスクフォー

ス地区別説明会(近畿地区)(京都大学) 

(23～25 日)ＮＩＩ目録システム地域講習会雑誌

コース(大阪市立大学) 

９

月 

(11 日)第 3 回能力開

発専門委員会(関西大

学) 

(21 日)第 2回運営委

員会(京都大学) 

(6 日)京都図書館大会(京都市子育て支援総合セ

ンター) 

(6～8 日)ＮＩＩ目録システム地域講習会図書コ

ース(神戸大学) 

(15 日)PULC 版元説明会(同志社大) 

(20～22 日)ＮＩＩ目録システム地域講習会図書

コース(関西学院大学) 

(27日)2006年度第1回阪神地区研究会(神戸海星

女子学院大学) 

(6 日)私立大学図書館協会東西合同役員

会(関西学院大学) 

(7～8 日)私立大学図書館協会総会･研究

大会(関西学院大学) 

 (28日)国立 7大学附属図書館協議会(大

阪大学) 

10

月 

 (25 日)第 4 回能力

開発専門委員会(関西

学院大学) 

(6日)私立大学図書館協会京都地区協議会第1回

運営委員会(京都外国語大学) 

(10日)京都大学図書館機構平成 18年度第 1回講

演会(京都大学)(**) 

(13日)兵庫県大学図書館協議会講演会(武庫川女

子大学) 

(14 日)私立大学図書館協会西地区部会研究会 

(近畿大学) 

(20日)2006年度第2回書誌学研究会講演会(武庫

川女子大学) 

(11～13 日)NII 学術情報リテラシー教育

担当者研修(大阪大学) 

(17～20日)ＮＩＩ大学図書館職員講習会

(西地区：京都大学) 

(26 日)国立大学図書館協会理事会(東北

大学) 

(26～28 日)全国図書館大会(岡山) 
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大学図書館近畿 

イニシアティブ 
近畿地区関係組織 全国会議･行事 

11

月 

(14 日)第 5回能力開

発専門委員会(関西大

学) 

(15 日)NII 国際シン

ポジウム(大阪大

学)(*) 

(21-22 日)平成１８

年度近畿イニシア基

礎研修「初任者研修」

(関西大学) 

(2日)私立大学図書館協会京都地区協議会秋季総

会(金沢学院大学) 

(8 日)京都大学図書館機構平成 18 年度第 2 回講

演会(京都大学)(**) 

(15 日)NII 国際シンポジウム(大阪大学)(*) 

(16日)兵庫県大学図書館協議会研究会(兵庫県立

大学) 

(24 日)私立大学図書館協会京都地区協議会主題

別研究会 A(書誌) (奈良産業大学) 

(30 日)私立大学図書館協会京都地区協議会研修

大会(花園大学) 

(7日)第 60回国公私立大学図書館協力委

員会(東京大学) 

(14 日)NII 国際シンポジウム(広島大学)

(17 日)NII 国際シンポジウム(東北大学)

  

  

12

月 

 (1日)国立大学図書館協会近畿地区協会事務連絡

会(京都大学) 

(9日)私立大学図書館協会第2回阪神地区相互利

用担当者連絡会(関西福祉科学大学) 

(20 日)平成１８年度京都大学図書館機構公開事

業(京都大学)(**) 

(1 日)公立大学協会図書館協議会 拡大

役員会 (高崎経済大学) 

(7 日)国公私立大学図書館協力委員会シ

ンポジウム(慶応義塾大学) 

(18 日)NII 学術コンテンツ運営・連携本

部主催国際シンポジウム(都市センター

ホテル) 

１

月 

(12 日)私立大学図書

館協会京都地区協議

会相互協力連絡会研

修会(同志社大学)(*) 

(18 日)第 6 回能力開

発専門委員会(関西学

院大学) 

(12 日)私立大学図書館協会京都地区協議会相互

協力連絡会研修会(同志社大学)(*) 

(19 日)公立大学協会図書館協議会近畿地区幹事

会(和歌山県立医科大学) 

(26 日)私立大学図書館協会阪神地区協議会第 3

回運営委員会(大阪国際大学) 

  

２

月 

(28 日)第 3回運営委

員会(大阪市立大学) 

(15 日)私立大学図書館協会第 2回阪神地区研究

会(宝塚造形芸術大学) 

(16 日)公立大学協会図書館協議会近畿地区協議

会講演会(和歌山県立医科大学)(**) 

(16 日)公立大学協会図書館協議会近畿地区協議

会総会(和歌山県立医科大学) 

(23 日私立大学図書館協会)阪神地区協議会 第 2

回 定期総会（大阪国際大学）  

  

３

月 

 (2 日)京都大学図書館機構 4th Inter-Library 

Forum(京都大学)(**) 

(12 日)私立大学図書館協会京都地区協議会主題

別研究会 B(業務)(京都橘大学) 

(16 日)私立大学図書館協会京都地区協議会第 2

回運営委員会(京都外国語大学) 

( )私立大学図書館協会京都地区協議会)第３回

相互協力連絡会世話人会(佛教大学) 

(2 日)私立大学図書館協会第 2回東西合

同役員会(京都ガーデンパレス) 

  

(*)は近畿イニシア共催・協賛行事 

(**)は近畿イニシア加盟館に広報した行事 



主催事業 
大学図書館近畿イニシアティブ基礎研修「初任者研修」 

近畿イニシア主催 
開催日：平成 18 年 11 月 21 日～22 日 
会場：関西大学附属図書館 
参加者：（34 機関 65 名） 
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第１日（11 月 21 日） 

09：30～10：00 受付 10：00～10：10  開会・主催者挨拶 

10：10～11：30 

 

12：40～13：40 

13：45～14：45 

14：55～15：55 

16：00～16：50 

講演「今、大学図書館職員に求められているものは何か」 

有川 節夫（九州大・副学長・理事・図書館長） 

研修１「資料収集業務」         赤崎 久美（大阪府立大） 

研修２「目録・分類業務」        那須 一夫（京都大） 

研修３「閲覧・ILL・レファレンス業務」  有川  浩（関西学院大） 

ｹﾞｽﾄ講演「最近の学術情報の動向について」 高橋  昭治（Elsevier） 

17：20～19：00 情報交換会 

第２日（11 月 22 日） 

09：30～10：00 受付 10：00～10：05  開会 

10：05～11：05 

11：10～12：10 

13：20～14：20 

14：40～16：00 

16：10～17：20 

研修４「雑誌業務（電子ジャーナルを含む）」牛島  裕（近畿大） 

研修５「情報リテラシー教育」       多田 真紀子（神戸大） 

研修６「図書館からの情報発信」      渡邊 隆弘（帝塚山学院大）

班別討議「図書館員としてのスキルアップを図るにはどうするか」 

班別討議発表 

17：20～18：00 希望者には、関西大学図書館の見学 

 



共催・協賛事業 
公立大学協会図書館協議会研修会「大学図書館職員パワーアップ」 

近畿イニシア共催 

開催日：平成 18 年 7月 28 日～29 日 

会場：大阪府立大学 

参加者：57 機関 81 名 

 

 

 

 

 

 

 

NII 国際シンポジウム「求められる図書館サービスとスタッフ・ディベロップメント」 
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近畿イニシア協賛 

開催日：平成 18 年 11 月 15 日 

会場：大阪大学 

参加者：80 機関 121 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立大学図書館西地区部会京都地区協議会相互協力連絡会研修会 

 「大学図書館における地域連携を検証する」 
 

近畿イニシア共催 

開催日：平成 19 年 1月 12 日 

会場：同志社大学 

参加者：48 機関 80 名 
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委員会等（運営委員会・能力開発専門委員会・広報・Web 専門委員会）活動報告 

（以下の議事概要は右記Webページ参照 http://wwwsoc.nii.ac.jp/initia/index.html） 
 
運営委員会           
第１回  平成１８年６月２日１４時～１７時４０分 
場所：神戸大学附属図書館プレゼンテーションホール 
協議事項 
１．平成１８年度の運営体制 
  ・広報・web 専門委員会委員、監査委員、財政基盤の確立、共通閲覧システム検討専門委員会

２．平成１８年度事業計画 
３．今年度の能力開発事業の実施計画 
  ・能力開発事業アンケート調査の結果報告 
４．大学図書館近畿イニシアティブの英語名称 
５．その他 
  ・機関リポジトリ 
第２回  平成１８年９月２１日１４時～１７時３０分 
場所：京都大学附属図書館大会議室 
協議事項 
１．「近畿イニシア運営要項」の再改定 
  ・監事館の選出 
２．能力開発事業計画 
（１）基礎研修「初任者研修の実施」 
（２）人材・研修データベース作成のためのデータ収集 
（３）NII 研修事業国際シンポジウム（大阪会場）への協賛 
３．地区内の能力開発事業の協調の検討 
４．近畿イニシアにおける広報の流れ 
５．近畿イニシアのロゴマーク 
６．その他 
  ・次期委員長館の選出方法 
第３回  平成１９年２月２８日（水）１４時～１７時３０分 
場所：大阪市立大学学術情報総合センター 

Ⅰ．協議事項 
１．平成１８年度決算報告・監査報告 
２．次期運営委員会・専門委員会の体制案 
３．賛助会員の募集案 
４．年次報告の作成 
５．能力開発専門委員会 
（１）平成１８年度基礎研修「初任者研修」実施報告・会計報告 
（２）平成１８年度初任者研修アンケート結果 
（３）平成１９年度中級研修案 
（４）平成１９年度能力開発事業アンケート案 
（５）ＮＩＩ教育研修事業国際シンポジウム報告 
（６）私立大学図書館協会京都協議会相互協力連絡会研修会報告 
６．広報・Ｗｅｂ専門委員会 
（１）メーリングリスト、ＲＳＳ・メールマガジン等検討結果 
（２）近畿イニシア・ロゴ 
７．その他 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/initia/index.html


 7

能力開発専門委員会 
第１回 平成１８年５月３０日１４時～１７時 
場所：関西学院大学大阪梅田キャンパス（アプローズタワー１４階１４０１会議室） 
議事 
１．能力開発事業アンケートについて 
２．平成１８年度以降の能力開発事業計画案について 
  ・研修事業 
  ・人材活用事業 
  ・アンケート 
  ・近畿イニシアＷｅｂページの活用 
３．大学図書館近畿イニシアの英文名称について 
４．広報・Ｗｅｂ専門委員会との連絡担当委員の選出について 
５．その他 

第２回 平成１８年７月１１日（火）１４時～１７時 
場所：関西学院大学大阪梅田キャンパス 
議事 
１．日程、会場、プログラム、講師等の検討 
２．その他 
第３回 平成１８年９月１１日（月）１４時～１７時１０分 
場所：関西大学図書館会議室 
議事 
１．開催通知案 
２．プログラム 
３．募集人員、終了後の見学会開催 
第４回 平成１８年１０月２５日（水）１４時～１７時 
場所：関西学院大学大阪梅田キャンパス 

議事 
１．担当講師との打合せ方法 
２．研修参加者へのアンケート案 
第５回 平成１８年１１月１４日（火）１４時～１８時 
場所：関西大学図書館会議室 
議事 
１．実施準備と事前確認 
２．班別討議の進め方 
研修会当日（１１月２１日（火）～２２日（水）） 

第６回 平成１９年１月１８日（木）１３時３０分～１７時２０分 
場所：関西学院大学図書館会議室 
議事 
１．初任者研修各委員のまとめ 
２．平成１９年度中級研修について 
３．来年度の能力開発専門委員会体制について  

 
 
 広報・Web 専門委員会 
 メーリングリストを通じた会議で、近畿イニシアの広報を継続して実施した。 
 



「大学図書館近畿イニシアティブ」（近畿イニシア）の組織構成図 
平成１７年６月２１日～平成１９年３月３１日 
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運 営 委 員 会 

 

 

委 員 長 館 監事館 京都大学附属図書館（代表：事務部長：大埜浩一） 

 大 阪 府 大 
 

 

 

同 志 社 大 

 
委 員 館  ９ 館 

 

 

 

 

事務局 京都大学附属図書館 

大阪大学附属図書館 

神戸大学附属図書館 

国立大学図書館協会 
近畿地区協会（１６大学） 

３館 
京 都 大 学 

 

 

 

 
公立大学協会図書館協議会 

近畿地区協議会（１２大学） 
大阪市立大学学術情報総合センター 

大阪府立大学学術情報センター 
２館 

 
 

関西学院大学図書館 

関西大学図書館 
 私立大学図書館協会西地区部会

阪神地区協議会（６３大学） 
２館 

２館 

 
 
 
 同志社大学総合情報センター 

立命館大学図書館 
私立大学図書館協会西地区部会 

京都地区協議会（４０大学） 
 
 
 
 

能力開発専門委員会 

（常置、１０名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（同・WG）

広報・Web 専門委員会 

（常置、５名） 

〔専門委員会〕 

運営委員会から：大阪大学・関西学院大学 

協（議）会から：各２名 

主査：杉山宗武（大阪大学） 

運営委員会から：立命館大学・大阪市立大学 

事業の実施にあたり、必要に応じて設置 

（委員長館が担当） 

（平成 18.4.1～20.3.31） 

協（議）会から：３名 

主査：吉井良邦（大阪市立大学） 
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大学図書館近畿イニシアティブ運営要綱 
 

平成 19 年 4 月 1 日 改訂 
平成 18 年 9 月 21 日 改訂 
平成 17 年 6 月 21 日 制定 

（趣 旨） 
第１条 国立大学図書館協会近畿地区協会、公立大学協会図書館協議会近畿地区協議会、私立大学図

書館協会西地区部会京都地区協議会及び同阪神地区協議会は、近畿地区の大学図書館（大学共同利

用機関等を含む、以下同じ）において、国公私立の設置形態を超えて共同で実施することが適当な

事業等を行うため、近畿地区の大学図書館の連携・協力組織として、「大学図書館近畿イニシアティ

ブ」（以下、「近畿イニシア」という。）を組織する。 

（事 業） 
第２条 近畿イニシアは、下記の事業等を実施する。 
（１）近畿地区の大学図書館のために共同で実施することが適当な事業 
（２）近畿イニシアの活動に関する広報 
（３）その他、運営委員会において合意した事業 

（運営委員会） 
第３条 近畿イニシアの意思決定の場として、運営委員会を設置する。 
（運営委員会の構成） 
第４条 運営委員会は、国立大学図書館協会近畿地区協会が選出する３館、公立大学協会図書館協議

会近畿地区協議会が選出する２館、私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会が選出する２館

ならびに同阪神地区協議会が選出する２館（以下、「委員館」という。）をもって構成する。 
２ 委員館の任期は、４月１日から翌々年の３月３１日までの２年とする。ただし、再任を妨げない。 
３ 第７条第３項に定める専門委員会の主査は運営委員会に出席し、専門委員会の活動内容を報告す

る。 

（委員長） 
第５条 運営委員会に委員長を置き、委員館の互選により選出された委員長館が指名する代表者をも

って充てる。 
２ 委員長は、運営委員会を招集し、議事を統括する。 
３ 委員長館の任期は、委員館としての任期と同一とする。ただし、再任を妨げない。 

（開 催） 
第６条 運営委員会は、必要に応じて開催する。 

（専門委員会） 
第７条 運営委員会は、事業等の企画及び実施の必要に応じ、専門委員会を設けることができる。 
２ 専門委員会は、運営委員会で決定する担当委員館２館から指名される各１名の専門委員と、その

他の専門委員で構成する。 
３ 専門委員会に主査を置く。主査は専門委員会を招集し、議事を統括する。 
４ 主査は、専門委員の互選により選出する。 
５ 専門委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
６ その他、専門委員会の運営に必要な事項は、別に定める。 
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（監事館） 
第８条 近畿イニシアに、監事館２館を置く。 
２ 監事館は、委員館のうち、委員長館の所属する地区協（議）会とは異なる２地区協（議）会から

各１館を選出する。 
３ 監事館は、近畿イニシアの会計を監査し、監査結果を運営委員会に報告する。 
４ 監事館の任期は、委員長館と同一の期間とする。 

（賛助会員） 
第９条 近畿イニシアに、賛助会員を設ける。 
２ 賛助会員は、近畿イニシアの活動に賛同する個人もしくは団体等で、申込みに基づいて運営委員

会において承認する。 
３ 賛助会員は、運営委員会が別に定めるところにより近畿イニシアの活動や事業に参加することが

できる。 
４ 近畿イニシアは、必要に応じて賛助会員の周知を図る。 
５ その他、賛助会員についての必要な事項は、運営委員会において別に定める。 

（寄付） 
第１０条 近畿イニシアは、近畿イニシアの活動に賛同する個人もしくは団体等からの寄付を受け

ることができる。 

（事務局） 
第１１条 運営委員会の事務局は、委員長館に置く。 

（改 廃） 
第１２条 運営要綱の改廃には、運営委員会で委員館の三分の二以上の賛成を必要とする。 

（その他） 
第１３条 その他、運営委員会の運営に必要な事項は、運営委員会が別に定める。 

（附 則） 
１． この要綱は、平成１７年６月２１日から施行する。 
２． 第４条第２項の規定にかかわらず、最初の委員館の任期は平成１９年３月３１日までとする。 
３． この要綱は、平成１８年７月１日から施行し、平成１８年４月１日に遡って適用する。 
４． この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
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能力開発専門委員会設置要項 

 

  平成１７年６月２１日 

運営委員会決定 

 

（趣 旨） 

第１条 「大学図書館近畿イニシアティブ運営要綱」（平成１７年６月２１日制定）（以下、「運営要

綱」という。）第７条に定める専門委員会として、近畿地区大学図書館職員の資質向上のために必

要と思われる研修等の能力開発事業（以下、「能力開発事業」という。）の企画及び実施等にあた

ることを目的として、「能力開発専門委員会」（以下、「専門委員会」という。）を設置する。 

 

（担当事項） 

第２条 専門委員会は、下記の事項を担当する。 

（１）能力開発事業の企画および開発 

（２）能力開発事業の実施 

（３）その他、能力開発に関する事項 

 

（専門委員） 

第３条 運営要綱第７条第２項に定めるその他の専門委員は、国立大学図書館協会近畿地区協会、

公立大学協会図書館協議会近畿地区協議会、私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会なら

びに同阪神地区協議会が選出する各２名とする。 

 

（ワーキンググループ） 

第４条 事業の企画及び実施上の必要に応じて、専門委員会の下にワーキンググループを設置する

ことができる。 

 

附 則 

１．この要項は、平成１７年６月２１日から実施する。 

２．運営要綱第７条第５項の規定にかかわらず、第７条第２項に定める専門委員の最初の任期は平

成１９年３月３１日までとする。 



 12

広報・Ｗｅｂ専門委員会設置要項 

 

平成 18 年 1 月 24 日 

運営委員会決定 

 

（趣 旨） 

第１条 「大学図書館近畿イニシアティブ運営要綱」（平成１７年６月２１日制定）（以下、「運

営要綱」という。）第７条に定める専門委員会として、大学図書館近畿イニシアティブが行う

活動及び事業に関する広報及びＷｅｂの活用に関する事項等にあたることを目的として、「広

報・Ｗｅｂ専門委員会」（以下、「専門委員会」という。）を設置する。 

 

（担当事項） 

第２条 専門委員会は、下記の事項を担当する。 

（１）広報活動の企画 

（２）広報活動の実施 

（３）Ｗｅｂの活用 

 

（専門委員） 

第３条 運営要綱第７条第２項に定めるその他の専門委員は、３名とする。 

 

 

附 則 

１．この要項は、平成１８年４月１日から実施する。 
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大学図書館近畿イニシアティブ講師謝礼等基準 

 

制定 平成 18 年 9 月 21 日 

 

 

（主旨） 

１ この基準は、大学図書館近畿イニシアティブ（以下「近畿イニシア」という。）が開催する研修

会、講演会、シンポジウム等（以下「研修会等」という。）において近畿イニシアが研修会等の講

師に支払う謝礼、交通費、宿泊費等（以下「謝礼等」という。）について、原則として適用する。 

 

（講師の区分） 

２ 研修会等における講師の区分は、次のとおりとする。 

１）大学、短期大学、高等専門学校、研究機関等の教員 

２）上記機関等の教員以外の職員 

３）１、２以外の者 

 

（謝礼等の支払い額） 

３ 謝礼等の支払い額は、次のとおりとする。 

 １）謝 礼   一律２０，０００円（税込み） 

 ２）交通費   公共交通機関の実費 

 ３）宿泊費   一泊につき１０，０００円 

 ４）その他   その他の費用については支払わない  

    ただし、当該講師から辞退の申し出がある場合には支払わない。 

 

（謝礼等の支払い対象） 

４ 謝礼等の支払い対象は、原則として次のとおりとする。 

１）謝 礼   第２の１）に該当する者 

ただし、上記以外で支払いの必要が生じた場合には、その理由を明 

記して能力開発専門委員会から運営委員会に諮るものとする。 

２）交通費   該当者全員 

３）宿泊費   該当者全員 

 

（雑則） 

５ この基準を改正する場合は、運営委員会の承認を得るものとする。 
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平成１８年度監事館の選出に関する了解事項 

 

平成１８年９月２１日 

平成１８年度第２回運営委員会決定 

 

「大学図書館近畿イニシアティブ運営要綱」（平成１７年６月２１日制定、平成１８年８月１日改

訂）第８条第２項に定める監事館の平成１８年度の選出については、下記のとおりとする。 

 

記 

 

委員長館が京都大学附属図書館（国立大学図書館協会近畿地区協会）であるため、以下のうち２

つの地区協議会から各１館を推薦することになる。 

（１）公立大学協会図書館協議会近畿地区協議会 

（２）私立大学図書館協会京都地区協議会 

（３）私立大学図書館協会阪神地区協議会 

平成１８年度の場合、２つの地区協議会とは上記（１）及び（２）とし、第２回運営委員会にお

いて監事館を確定する。 

なお、平成１８年度選出の監事館の任期については、経過措置として、委員長館に合わせて平成

１９年３月末までとする。（「運営要綱」第８条第４項） 

 

（参 考） 

平成１９年度 

委員長館が選出された後に監事館を上記の方式で決定する。 

任期は新委員長館と同じく、平成１９年４月から平成２１年３月末までの２年間となる。（「運営

要綱」第８条第４項） 
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