
 
日本図書館協会大学図書館部会 
2022 年度 部会総会 議事次第 

 
１．日 時  2022 年 5 月 26 日（木）～6 月 3 日（金）17 時まで 
２．方 法  書面による会議および決議（別紙） 
３．議 事 
 
  Ⅰ．報告事項 

（１）2021 年度大学図書館部会事業報告及び経費収支報告について【資料 2】 
（２）2022 年度大学図書館部会事業計画及び予算調書について【資料 3】 

 
  Ⅱ．協議事項 

（１）2022-2023 年度一般理事 B 候補者の推薦について【資料 4】…議案第 1 号 
 
 
 
 
 
（２）大学図書館部会規程の改正について【資料 5】…議案第２号 
（３）その他 
 

以 上 
＜配布資料一覧＞ 
資料 1-1  2022 年度大学図書館部会委員会委員名簿 
資料 1-2  大学図書館部会委員会委員名簿（2017～2021 年度） 
資料 1-3 2022-2025 年度施設等代議員（第 2 区 大学図書館） 
資料 2-1 2021 年度大学図書館部会事業報告 
資料 2-2 2021 年度大学図書館部会部会経費収支報告書 
資料 2-3 大学図書館部会活動の情報 
資料 3-1  2021 年度大学図書館部会事業計画及び予算調書 
資料 3-2  2021 年度大学図書館部会部会経費収支計画書 
資料 4-1  2022-2023年度一般理事B候補者の推薦について（案） 
資料 4-2 理事及び監事選任規程 
資料 5  大学図書館部会規程の改正について（案） 
別紙       2022年度大学図書館部会総会書面決議書 
 

【参考資料】 
参考資料 1  日本図書館協会定款 
参考資料 2 日本図書館協会活動部会通則規程 
参考資料 3 大学図書館部会規程 
参考資料 4 日本図書館協会大学図書館部会総会の取扱いについて（申し合わせ） 

大学図書館部会長館は国公私立大学図書館協力委員会委員長館が兼任している。

この任期が 2021 年 8 月 1 日~2022 年 7 月 31 日までであることから、これに

伴い部会長館を交代する。また、部会長館は日本図書館協会一般理事をつとめて

いるため、同様に交代する。 
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2022 年度公益社団法人日本図書館協会 
大学図書館部会委員会委員名簿 

2022 年 4 月 1 日現在 
①部会長 

氏名 勤務先・役職名 勤務先所在地 

（部会長館） 
池田 潤 筑波大学附属図書館長 

〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1 
TEL：029-853-2342  FAX：029-853-6052 
E-mail：tkikaku@tulips.tsukuba.ac.jp 

 
②施設会員委員 

（国立大学） 
久保田 壮活 

東京大学附属図書館 
総務課長 

〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
TEL：03-5841-2602  FAX：03-5841-2636 
E-mail：kubota.sokatsu@mail.u-tokyo.ac.jp 

（国立大学） 
加藤 さつき 

筑波大学学術情報部 
情報企画課長 

〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1 
TEL：029-853-2342  FAX：029-853-6052 
E-mail：tkikaku@tulips.tsukuba.ac.jp 

（公立大学） 
河西  徹 

横浜市立大学学術情報センター 
学術情報課長 

〒236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸 22-2 
TEL：045-787-2071   FAX：045-787-2059 
E-mail：libjimu@yokohama-cu.ac.jp 

（公立大学） 
白濱 博人 

東京都立大学 
学術情報基盤センター事務長 

〒192-0397  東京都八王子市南大沢 1-1 
TEL：042-677-2401   FAX：042-677-2403 
E-mail：lib@tmu.ac.jp 

（私立大学） 
笹渕 洋子 

早稲田大学図書館 
総務課長 

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1 
TEL：03-5286-1652   FAX：03-5272-2061 
E-mail：kokkoshi@list.waseda.jp 

（私立大学） 
関口 素子 

慶應義塾大学メディアセンター 
本部総務担当課長 

〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45 
TEL：03-5427-1643   FAX：03-5427-1645 
E-mail：mchq-somu-group@keio.jp 

（部会長館） 
加藤 さつき 

筑波大学学術情報部 
情報企画課長 

〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1 
TEL：029-853-2342  FAX：029-853-6052 
E-mail：tkikaku@tulips.tsukuba.ac.jp 

 
③個人会員委員 

逸村  裕 筑波大学 
図書館情報メディア系 教授 

〒305-8550 茨城県つくば市春日 1-2 
TEL：029-859-1374 
E-mail：hits@slis.tsukuba.ac.jp 

上村 順一 
国立情報学研究所学術基盤推進

部学術基盤課学術コンテンツ課

副課長 

〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 
TEL：03-4212-2302 
E-mail：uemura@nii.ac.jp 

小山 憲司 中央大学文学部 教授 
〒192-0393 東京都八王子市東中野 742-1 
TEL：042-674-3744 
E-mail：koyama@tamacc.chuo-u.ac.jp 

 
事務局（部会長館：筑波大学学術情報部）TEL：029-853-2347, 6395  FAX：029-853-6052 

担当  大和田康代 並木映李香 
E-mail：tkikaku@tulips.tsukuba.ac.jp 
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年度 氏名 勤務先 役職名 区分

吉川　徹 首都大学東京学術情報基盤センター センター長　 部会長

熊渕　智行 東京大学附属図書館 総務課長 施設会員委員

奥村　小百合 筑波大学学術情報部 情報企画課長 施設会員委員

浅見　敏雄 横浜市立大学学術情報センター 学術情報課長 施設会員委員

北村　茂樹 首都大学東京学術情報基盤センター 事務室事務長 部会長館

本間　知佐子 早稲田大学図書館 総務課長 施設会員委員

松本　和子 慶應義塾大学メディアセンター 本部総務担当課長 施設会員委員

逸村　裕 筑波大学 図書館情報メディア系　教授 個人会員委員

上村　順一 国立情報学研究所 学術基盤推進部学術コンテンツ課係長 個人会員委員

小山　憲司 中央大学 文学部　教授 個人会員委員

町田　敦・小嶋　静
恵

首都大学東京学術情報基盤センター 事務室図書・学術情報係 事務局

深澤　良彰 早稲田大学図書館 図書館長 部会長

森　一郎 東京大学附属図書館 総務課長 施設会員委員

奥村　小百合 筑波大学学術情報部 情報企画課長 施設会員委員

成澤　めぐみ 筑波大学学術情報部 情報企画課長 施設会員委員

河西　徹 首都大学東京学術情報基盤センター 事務室事務長 施設会員委員

高橋　一広 首都大学東京学術情報基盤センター 事務室事務長 施設会員委員

本間　知佐子 早稲田大学図書館 総務課長 部会長館

笹渕　洋子 早稲田大学図書館 総務課長 部会長館

松本　和子 慶應義塾大学メディアセンター 本部総務担当課長 施設会員委員

関口　素子 慶應義塾大学メディアセンター 本部総務担当課長 施設会員委員

逸村　裕 筑波大学 図書館情報メディア系　教授 個人会員委員

上村　順一 国立情報学研究所 学術基盤推進部学術コンテンツ課係長 個人会員委員

小山　憲司 中央大学 文学部　教授 個人会員委員

日浦　圭子・落合
佑亮・長谷川　敦史

早稲田大学図書館 総務課 事務局

阿部　豊 筑波大学附属図書館 附属図書館長 部会長

森　一郎 東京大学附属図書館 総務課長 施設会員委員

成澤　めぐみ 筑波大学学術情報部 情報企画課長 部会長館

河西　徹 横浜市立大学学術情報センター 学術情報課長 施設会員委員

高橋　一広 首都大学東京学術情報基盤センター 事務室事務長 施設会員委員

笹渕　洋子 早稲田大学図書館 総務課長 施設会員委員

関口　素子 慶應義塾大学メディアセンター 本部総務担当課長 施設会員委員

逸村　裕 筑波大学 図書館情報メディア系　教授 個人会員委員

上村　順一 国立情報学研究所 学術基盤推進部学術コンテンツ課係長 個人会員委員

小山　憲司 中央大学 文学部　教授 個人会員委員

船山　桂子・田村
香代子

筑波大学学術情報部 情報企画課（企画渉外） 事務局

須田　伸一 慶應義塾大学メディアセンター メディアセンター所長 部会長

森　一郎 東京大学附属図書館 総務課長 施設会員委員

成澤　めぐみ 筑波大学学術情報部 情報企画課長 施設会員委員

河西　徹 横浜市立大学学術情報センター 学術情報課長 施設会員委員

白濱　博人 東京都立学術情報基盤センター 事務室事務長 施設会員委員

笹渕　洋子 早稲田大学図書館 総務課長 施設会員委員

関口　素子 慶應義塾大学メディアセンター 本部総務担当課長 部会長館

逸村　裕 筑波大学 図書館情報メディア系　教授 個人会員委員

上村　順一 国立情報学研究所 学術基盤推進部学術コンテンツ課係長 個人会員委員

小山　憲司 中央大学 文学部　教授 個人会員委員

加藤　諒 慶應義塾大学メディアセンター 本部総務担当 事務局

池田　潤 筑波大学附属図書館 附属図書館長 部会長

久保田　壮活 東京大学附属図書館 総務課長 施設会員委員

成澤　めぐみ 筑波大学学術情報部 情報企画課長 部会長館

河西　徹 横浜市立大学学術情報センター 学術情報課長 施設会員委員

白濱　博人 東京都立学術情報基盤センター 事務室事務長 施設会員委員

笹渕　洋子 早稲田大学図書館 総務課長 施設会員委員

関口　素子 慶應義塾大学メディアセンター 本部総務担当課長 施設会員委員

逸村　裕 筑波大学 図書館情報メディア系　教授 個人会員委員

上村　順一 国立情報学研究所 学術基盤推進部情報基盤課係長 個人会員委員

小山　憲司 中央大学 文学部　教授 個人会員委員

船山　桂子・並木
映李香

筑波大学学術情報部 情報企画課（企画渉外） 事務局

2019年度

2020年度

2021年度

日本図書館協会大学図書館部会委員会委員名簿　(2017～2021年度)

2017年度

2018年度
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公益社団法人日本図書館協会 2022－2025 年度施設等代議員 
（第 2 区 大学図書館） 

 

所属大学 氏名 

東北大学附属図書館 大隅 典子  

名古屋大学附属図書館 佐久間 淳一  

京都大学附属図書館 引原 隆士  

名古屋市立大学総合情報センター 湯川 泰 

西南学院大学図書館 古田 雅憲 

成蹊大学図書館 渡邉 知行 

松山大学図書館 中村 雅人 
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           2021 年度 部会事業報告 

 
部会名（  大学図書館部会    ） 

                  部会長名（ 池田 潤       ） 
 

 
 
①  2021 年度事業報告 
・第 107 回全国図書館大会山梨大会第 2 分科会大学図書館（オンライン大会）への協力 
    日 時：2021 年 11 月 12 日（金）オンライン開催 
    テーマ：新型コロナウイルス感染症拡大と大学図書館 

基調講演「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う医療現場の現状」 
シンポジウム「場としての大学図書館の役割」 
発表「これからの学術情報流通を考える」 

    視聴回数：397 回  
    備 考：オンライン開催に伴い、大学図書館分科会への支出は発生しなかった 
 
・2021 年度大学図書館シンポジウム（大学図書館研究集会） 
  今年度の開催は見送り、来年度の開催を検討している 
 
 
② 部会の運営状況 
・2021 年度第 1 回部会委員会 
   日 時：2021 年 5 月 17 日（水）～5 月 25 日（火） 
   方 法：メール会議による開催 
   議 題：１＿2020 年度大学図書館部会事業報告（案）について 

  ２＿2021 年度大学図書館部会事業計画について 
  ３＿2021 年度大学図書館部会委員会委員（個人会員）候補者の推薦について 

４＿2021-2022 年度一般理事 B 候補者の推薦について 
      ５＿大学図書館部会規程の改正について 

  ６＿2021 年度大学図書館部会総会の開催について 
 
・2021 年度部会総会 
   日 時：2021 年 6 月 1 日（火）～6 月 9 日（水） 
   方 法：書面による会議および決議 
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   議 題： 
    報告事項 
     （１）2020 年度大学図書館部会事業報告及び経費収支報告について 

（２）2021 年度大学図書館部会事業計画及び予算調書について 
    協議事項 
     （１）2021 年度大学図書館部会委員会委員（個人会員）の選考について 

（２）2021-2022 年度一般理事 B 候補者の推薦について 
（３）大学図書館部会規程の改正について 

 
・文書審議 2021 年 11 月 10 日（水）～11 月 26 日（金） 
  議 題：日本図書館協会大学図書館部会 2022 年度事業計画及び予算調書について 
・文書審議 2022 年 2 月 17 日（木）～3 月 1 日（火） 

議 題：公益社団法人日本図書館協会 施設等会員選出代議員選挙（選挙区第 2 区：大学

図書館）の代議員候補推薦について 
・文書審議 2022 年 3 月 22 日（火）～4 月 8 日（金） 
  議 題：日本図書館協会大学図書館部会総会の取扱いについて 
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大学図書館部会活動の情報 
 
2021年度実施報告： 
（１）第 107 全国図書館大会山梨大会 
開催期間：2021 年 11 月 11 日（木）～12 日（金） 
報  告：図書館雑誌 116(2) p67 2022.02 

新型コロナウイルス感染拡大と大学図書館 : 第 2分科会 大学図書館  
(令和３年度（第 107 回）全国図書館大会山梨大会ハイライト) ／ 日向 良和 

 
（２）大学図書館シンポジウム 
開催せず 
 
 
2022年度開催予定： 
（１）第 108 全国図書館大会群馬大会 
開催期間：2022 年 10 月 6 日(木）～7 日(金） 
 
（２）大学図書館シンポジウム 
開催期間：2022 年秋頃を予定 
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2022 年度事業計画及び予算調書 

 
提出日 2021 年 11 月 30 日 
記入者名：筑波大学学術情報部 

情報企画課 船山桂子 
  TEL：029-853-2347 
 メール：tkikaku@tulips.tsukuba.ac.jp 

活動部会名：大学図書館部会 
代表者名：筑波大学附属図書館長 池田潤 
  TEL：029-853-2347 
 メール：tkikaku@tulips.tsukuba.ac.jp 
 
※「2021年度公益社団法人日本図書館協会事業計画」（『図書館雑誌』2021年 5月号ｐ313-

314）をご参照いただき、ご記入ください。 
 
1．事業計画 
 （事業内容をできるだけ具体的に、ご記入ください。収支予算をともなう場合は、予算調書

にご記入ください。） 

（1）講座・セミナー・研究集会等（日時、名称・内容、場所等） 

担当部会 時  期 名 称・内 容 場 所 

大学図書館部

会 

2022 年 10 月

6 日～7 日 
全国図書館大会への協力支援：第 108 回全国

図書館大会での分科会開催を支援する。 

群馬県 G
メッセ群

馬 

大学図書館部

会 
2022 年秋期 

研究集会の企画：大学図書館シンポジウムと

して、研究集会を開催する。 

検 討 中

（実会場

／オンラ

イン） 

 
（2）研究・資料収集 

 （刊行予定の資料については、出版企画書も作成ください。） 

 特になし 
 
（3）図書館振興に係る事業（政策提言、意見表明等） 

 特になし 
 
2．予算調書 
 1）予算計画書（事業別） 別紙のとおり 
 2）収入支出予定月別内訳（収入の部・支出の部） 別紙のとおり 
 3）出版企画書 特になし 
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（様式１）

＜収入の部＞

＜支出の部＞

以下は、事務局が記入します。

経理担当

0

0

その他（通信費・会合費等） 10000 10000

事務局
使用欄

理事長 副理事長

0 0

300000

専務理事 事務局長

科目

①全国図書館大会への協力支援

収支差額

支出計

0

0

0

0

0

総務部長

②研究集会の企画

2022年度予算 2021年度予算 増減額

70000 70000 0

220000 220000 0

0

300000

説明

国公私立大学図書館協力委員会との共
催

0

300000 0

0

0

雑収入

収入計

寄附金（指定寄附）

2022年度予算

300000

300000

2022年度大学図書館部会　部会経費収支計画書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

部会活動費

科目

参加費

説明

0

増減額2021年度予算

300000 0
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公益社団法人日本図書館協会 
2022－2023 年度一般理事 B 候補者の推薦について（案） 

 
2022年 5 月 26 日 

 
 

日本図書館協会大学図書館部会会長が 2022 年 7 月末日をもって交代することに伴い、本
部会から推薦する 2022－2023 年度一般理事についても交代が発生する。これについて、
大学図書館部会では下記の者を推薦する。 
なお、一般理事の候補者として推薦することについては、本人同意済である。 
 
候補者：  
氏名 白濱博人 
所属 東京都立大学学術情報基盤センター事務室 
任期 2022 年 8月 1 日～2023年 7 月 31 日 
 
規 程： 
公益社団法人日本図書館協会 定款 第 34 条（役員任期） 
公益社団法人日本図書館協会 理事及び監事選任規程 第 8 条（理事及び監事の候補者の推
薦） 
公益社団法人日本図書館協会 活動部会通則規程 第 10 条（部会の役員） 
 
 
 
現任者： 
氏名 熊渕智行 
所属 筑波大学学術情報部 
任期 2021 年 8月 1 日～2022年 7 月 31 日 
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公益社団法人日本図書館協会 理事及び監事選任規程 

 

（目的等） 

第 1条 本規程は、公益社団法人日本図書館協会定款第 31条の規定により、理事及び監事の選任に必要な

事項を定める。理事及び監事の選任については、定款で定めるもののほか、この規程による。 

（理事及び監事の選任の時期） 

第 2条 定款第 31条に規定する理事及び監事の選任のための代議員総会は、定款第 18条に第 2項に規定す

る前事業年度終了後 3か月以内に開催される定時代議員総会（以下「決算代議員総会」という。）とする。 

（理事及び監事の任期） 

第 3条 定款第 34条に規定する理事及び監事の任期は、第 2条により、理事及び監事が選任された決算代

議員総会の終結の日から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する決算代議員総会の終結

の時までとし、再任を妨げない。 

（理事及び監事の定数） 

第 4条 理事及び監事の定数は定款第 30条に定めるところにより、理事は 15名以上 20名以内、監事は１

名以上 3名以内とする。 

（理事及び監事の構成） 

第 5条 理事は、原則として定款第 6条に規定する正会員から選任するものとし、それ以外の者からも選任

することができる。 

2 理事の構成には、少なくとも個人会員 9名及び施設等会員 6名を含むものとする。 

第 6条 監事は、原則としてこの法人の構成員以外の者から選任するものとし、会員から選任することもで

きる。 

2 監事のうち 1名は、税理士又は公認会計士である者が望ましい。 

（理事及び監事の選任に関する基本方針） 

第7条 理事及び監事の選任の行われる前事業年度終了後3か月以内に開催される定時代議員総会（以下「当

該決算代議員総会」という。）に先立って開催される翌事業年度開始の日の前日までに開催される定時代

議員総会（以下予算代議員総会」という。）は、理事及び監事の選任のための基本方針を策定するものと

する。 

2 理事長は、前項の予算代議員総会において、この法人の運営課題等について説明しなければならない。 

（理事及び監事の候補者の推薦） 

第 8条 理事及び監事の候補者は、代議員が推薦するものとする。ただし、理事長は、理事会の議決を経て、

代議員総会に対し理事及び監事の候補者を推薦することができる。 

２ 代議員及び理事長は、前項によって理事及び監事の候補者の推薦を行う場合は、前条第 1項によって策

定された基本方針に基づいて行うものとする。 

3 理事長は、理事の候補者の推薦に当たり、定款第50条に定める活動部会から選出された当該活動部会を

代表する者を理事候補者として推薦することができる。また、国立国会図書館長に国立国会図書館を代表す

る者１名の推薦を求めることができる。 

（代議員総会における候補者の選任方法） 

第9条 理事及び監事の選任のための手続きについては、第7条に規定する予算代議員総会において定める。

理事長は、その結果を全代議員に通知する。 

第 10条 代議員及び理事長は、前条によって定められた手続きに基づいて、当該代議員総会の少なくとも

２週間前までに、理事及び監事の候補者について、推薦理由を付して推薦する。 

第 11条 理事及び監事の選任は、当該代議員総会において、候補者ごとに、出席代議員全員による投票に

よることとし、出席代議員の過半数の得票を得た者は信任されたものとする。 

2 前項によって信任された者の数が第 4条の定数を超える場合は、第 5条第 2項を勘案して、得票数の多

い順に選任する。 

3 得票が同数の場合、同位者として取扱う。その結果、第 4条の定数を超える場合は、当該同数得票の候

補者に対してのみ、当該代議員総会出席代議員全員による再投票を行う。その取り扱いは、前 2項及び本

項前段に準じる。 

（補欠の理事及び監事） 

 1 
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第 12条 理事及び監事に、第 4条に定める定数及び第 5条第２項に定める理事構成等に欠員が生じた場合

等には、第 2条の規定にかかわらず、臨時の代議員総会を開催し、補欠の理事及び監事を選任するものとす

る。 

2 前項に規定する臨時の代議員総会における理事及び監事の選任方法は、第 9条の規定によって定められ

た手続きによるものとし、第 10条及び第 11条を準用する。 

3 補欠の理事及び監事の任期は、第 3条の規定にかかわらず、前任者の残期間とする。 

（規程の改正） 

第 13条 この規程の改廃については、代議員総会の同意を得て理事会が議決する。 

 

附則 本規程は、この法人の登記の日（平成 26年 1月 21日）から施行する。 

 

 2 
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大学図書館部会規程の改正について（案） 
 

2022年 5 月 26 日 
 
【背景】 
新型コロナウイルス感染症の影響により、部会総会および幹事会を対面で開催すること

が困難な状況が続いている。今回は「日本図書館協会大学図書館部会総会の取扱いについて
（申し合わせ）」（2022 年 4 月 11 日 大学図書館部会委員会決定）を作成して対応したが、
部会総会及び幹事会の対面での開催が困難な場合に、書面または電磁的方法による方法に
代えることができるよう、協会や他の部会に倣い、関連する規定を整備したい。 
 
【改正案】 
・第 8 条について第３項を新設し、以降の規程を順に繰り下げ、以下のとおり改める 
------------------------------------------------------------------------- 
改正案 現行 
第 1条～第 7 条 現行どおりにつき省略 第 1条～第 7 条 現行どおりにつき省略 
（総会） 
第 8条 （略） 
2 （略） 
 
3 部会長は総会の開催が困難であると判断
したときは，書面または電磁的方法により
総会に代えることができる。その場合，部
会長は書面または電磁的方法により総会を
開催することを当該構成員に伝え，また，
審議事項と表決期限等の必要事項を伝えな
ければならない。ただし，この方法により
がたい場合は，委員会で検討し，部会員へ
周知する方法を決定することができる。 
4 総会は，部会員の 10 分の 1 以上の出席
（委任状及び代理者を含む）をもって成立
する。ただし，前項により開催する場合，総
会への出席は前項に示す表決方法による会
員回答をもってこれに代える。議決権の委
任はないものとする。  
5 総会の議事は，出席者の過半数でこれを

（総会） 
第 8条 （略） 
2 （略） 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 総会は，部会員の 10 分の 1 以上の出席
（委任状及び代理者を含む）をもって成立
する。 
 
 
 
4 総会の議事は，出席者の過半数でこれを
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決し，可否同数のときは，議長の決すると
ころによる。ただし第 3 項により開催する
場合，議案への投票および議決は，次のと
おりとする。 
（1）書面または電磁的方法により，賛成ま
たは反対の投票を行うものとする。これを
もって有効票とする。 
（2）決議過程において疑義等が生じた場合
は，案件の内容等を勘案しつつ，委員会付
託事項とする。 
（3）開票結果は，委員会に報告して確認す
る。 
（4）部会長は，総会終了後，速やかに会員
に議決を通知する。 
 

決し，可否同数のときは，議長の決すると
ころによる。 

第 9条～第 13条 現行どおりにつき省略 第 9条～第 13条 現行どおりにつき省略 
附則 
1 この規程は，平成 27年 7月 24 日から施
行する。 
2 この規程の施行に伴い，社団法人日本図
書館協会大学図書館部会規程は廃止する。 
3 この規程は，2021(令和 3)年 8月 19日か
ら施行する。 
4 この規程は，2022(令和 4)年〇月〇日か
ら施行する。（注 1） 

附則 
1 この規程は，平成 27年 7月 24 日から施
行する。 
2 この規程の施行に伴い，社団法人日本図
書館協会大学図書館部会規程は廃止する。 
3 この規程は，2021(令和 3)年 8月 19日か
ら施行する。 
（追加） 

（注 1）施行日は承認を受ける理事会の日程が未定のため、空白としている 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
【今後について】 
今回の大学図書館部会総会にて改正案が可決された場合、大学図書館部会規程第 13 条によ
り、本法人の理事会の承認により改正が行われる。 

 
以上 
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